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1年間のスペシャル•マーキング機、 
イベント、トピックスを 

才ールカラーで一挙掲載! 小松基地開庁40周年! 

ベルキー空軍F-16 
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ベルギー空軍の主力機は多用途戦闘機F-16A/B。導入当初 
に比べてその数は半減しているものの、寿命近代化計画によ 

…改修が進められている。現在F16が配備されている飛行隊 
は7つあるが、写真はそのうち、手前から第23飛行隊、第1飛 
行隊、第350飛行隊それぞれのスペシャル•マーキング機によ 
るフオーメーシヨン•フライトの空撮である。（編集部） 
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第350飛行隊の60周年を記念じT特別塗装を施されたF-16A(FA-71)今回登場した3機すべてはF，16A(OCU)とよばれる作戦向上能カタイプである 
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第1飛行隊のスペシャルマーキング機F-16A(FA-47)。この機体、2001年末には普通の塗装であるグレー1色に戻される予定になっている 

ベルギ—空軍の主力であり 
唯一の戦闊機F-托 

1993牢にミラージユ5が退役し 
て以来、ベルギー空軍ではF-Cが唯 

一の多用途戦闘機となった。全部で 
180機余りが導入されたF-0A/ 

Bも現在ではQ機余りが運用される 
だけになっており、フロレンヌ基地とク 

ライネ•ブローゲル(Kleine Brogel) 

基地の両基地に配備されている。残 
りの機体はウィ—ルデ(突eelde)でス 

トアされており、売却される予定で 

ある。 
フロレンヌ基地の第2航空団には第 

1、第2、第350飛行隊の3つの飛 

行隊が、クライネ•ブロ^~ゲル基地の第 
忉航允1団には第2、第以、第349飛 

行隊と機種転換訓練飛行隊(OCU) 

が配備されており、1飛行隊では2 

機のF-1/:A\Bを、機種転換訓練飛 

行隊は0機のF-SA \ Bを保有して 

いる。 
第2、第2、第2飛行隊は主力防 

衛單(Main Defence Forces)に所属 

し、第2飛行隊は通常の防空任務を、 

第3、第犯飛行隊は通常爆擊と核爆 

弾での攻擊任務を担当する。また、 
第1、第349、第350飛行隊はN 

ATOの緊急部隊(Rsction Forces) 

に所厲し、第1飛行隊は攻撃と偵察、 
第349、第350飛行隊は防空任 

務を担当する。このぅち第Q飛行隊 
は2001年末に解隊されることが 

すでに決定している。 
現在' ベルギI空軍のF-gには寿 

命近代化計画が進められており、改 
修が終了した機体を装備した飛行 

隊は1999年から実働に入つてい 

る。また、中距離の空対空ミサイル 

A IVT* 12 〇 BA/IR A A\vrも19 9 

9年から、AGM-阳マーベリックはす 
でに配備されている。 

また、ベルギー空軍は1996年か 

らべルギ<—•オランダ.ルクセンブルクの 
展開航空作戦軍(Deployable Air 

Task Force)が行ぅデリバレイト•ガ 
1ド作戦に参加しており、イタリア 

のヴイラフランカ基地に4機のF-gを 
派遣している。 



クライネ■ブローケル(Kleine Brogel)基地の第10航空団に所属する第23飛行隊“デビル”からも飛行隊の創設50周年を記念するスペシャルマーキング機が登場した。ちなみにこの弟23飛行隊は2001年 
末に解隊されることになっている。垂直尾翼左側には50周年を記念する塗装が：右側には再び“デビル”の名を冠した飛行隊がベルギーの空を舞うことを祈念して“HI be back!”の文字が記入されている 

:沒 



これで見納め! 
の力作 
ペシヤル 
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雾真とか中丼俊治 

航空自衛隊小松基地 
開庁4_®ft記念行事 

3機並んだ特別塗装 
機の尾翼。それぞれ両 
飛行隊の性格*個性、 
またイメージがでている 

小松基地基地司令 
鬼塚空将捕の訓辞 

8 

第303、第306飛行隊のF-15J特別塗装機の地上展示。機首のイークル*ドラゴンヘッドの出来は甲乙つけがたい。当日、残念ながら両機による展示飛行は実現しなかった 
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し 
ハ牛は，H衛隊の航空機ファン 

とっては忘れられない年になった、と 
いっても過言ではないだろぅ。ブルーィ 

ンパルスが1年ぶりに復活し、秋から 
の航空祭シーズンは昨年以上に盛り 

hがるはずだったが、同時多発テロに 

ょり航空祭は軒並み中止となってし 
まった。そのため、フラィトはおろか各 

地に出現したスペシャルマーキング機 
を〃拝む，機会はなくなってしまったの 

だった。 
そんな中、近P:まれに見る秀逸な 

マーキングを施したp-Cが出现した 
小松基地はフアンの注Eを集めた。5 

月の戦競に参加した戦競塗装機に続 
き、飛行隊の0周年、基地の北周年を 

i念するマーキング機が登場し、9 
6 

1 nの航空祭でお被露nされるはず 
だった。がしかし、9月|::::に同時多 

八北テロが発生し、航空^6は中.とな 
ってしまった(当初は延期との発表が 

された)。そのままF-Gの塗装機は元 
に戻るといぅゥヮサも流れたが、実は 



麟11.:禮i诠 
4機編隊で基地上空を航過するF-15J。この日基地周辺や空港デッキは、大 
勢の飛行機ファンで賑わった 

会場上空に進入してくるUH-60J(#551:松島救難隊所属L.ブルー2色のカラーリングはF-2の迷彩を連 
想させる。機体各部よりノーマルカラーが視いているので、この迷彩機は暫定的なものと思われる。 

災害発生。上空より偵察飛行せよというシナリオをもとにデモスクランブルを 
実施する第306飛行隊のF，15J 

UH-60Jの展示飛行は2機とも迷彩機が使用された。うち1機は 
小松救難隊所属のUH七0J;(#553)。グレー2色の迷彩が施して 
あり、各ネ重マーキングもグレーに変更されている 

小松基地上空を防空警戒する第 
301基地防空隊のVADS。F-15Jを 
対空目標に模擬射撃を実施した。会 
場では新型のVADS11も展示された 

航空U衛隊小松基地 
第6航空団略歴 
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昭和19年8月 
昭和20年8月 
昭和20年11月 
昭和33年2月 
昭和33年3月 
昭和37年7月 

昭和39年9月 
昭和39年11月 
昭和40年3月 
昭和50年6月 
昭和51年10月 
昭和56年6月 

昭和62年12月 
平成9年3月 

旧海軍舞鶴鎮守府飛行場建設 
終戦 
米軍接収。補助レーダー基地 
小松基地開設 
小松救難分遣隊編成 
第6航空回編成完結。第4飛行隊(千歳基地より移駐） 
第8飛行隊(松島基地より移駐)配備。いずれもF-86F装備 
M 04J配備のため滑走路を2700メートルに延長 
第8飛行隊、岩国基地に移動 
F-104J装備の第205飛行隊編成 

麵權編成 
第205飛行隊解散 
F-4EJ装備の第306飛行隊編成 
第303飛行隊F15に機種改編 
第306飛行隊。F-15に機種改編 
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|1月比门、小松基地において范地開 

--恥周:記念行事が開催され、記念 
式典が行われると共に、記念飨装機 

が展「小されたのだった。 
行事では記念式典の後、小松基地 

に所Kする^:航空機の航過飛行がむ 
なわれ、训練展示は防災救援活動を 

シナリオにF-12により被害状況を# 

認する似察飛行(デモスクランブル)、 
小松救雛隊のU-1250H-0Jの被 

災老救雖活動、「人命救助システム」 
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先頭をきって離陸した0H-6D。機首下部の左右に赤外線 
ライトを装備U夜間行動が可能な機体だ(Photo:編集部） 

普通科隊員が搭乗したUH-1Hが上昇を開始した。続くAH 
1Sもすでにエアボーンしてし、る(Photo:鈴崎利治） 駐機中のヘリコプターには各一名の警戒要員が付いていた。写真手前の73433号機の機首には機付整備員のパーソナルマークが記入されている(Photo:鈴崎利治 

2001年II月J日から0日にかけ 
て、同年3月7日に空中機動旅団への 

改編を完了した第2旅団が、群馬県 
榛東村の相馬原演習場と新潟県妙 

高村•中郷村の閲山演習場において空 
中機動と射撃を中心とした演習を 

実施した。 
この演習にあたって、第2旅団に所 

厲する第0ヘリコプター隊(0T.6D、 

UH-QJA、co-Y\JA)は"木更 
律の第1へリコプター団(cT-a^—i\J 

A)おょび第4対戦車へリコプター隊 
(0TI6D、AH-1S)、立川の來部力 

而ヘリコプター隊(UHiT\J)の支 
援をぅけ、各部隊のヘリが相馬原演 

習場内の相馬原飛行場に集結した。 
演習内荇は、関山演習場への迅速 
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UHMJの前で警戒態勢にはいる普通科隊員Qこのまま警戒を続けながら一人ずつ駆け足で搭乗する(Photo:鈴崎利治) 

陸上自衛隊の新装備9mm 
褛関拳銃は空挺部隊指揮 
官などが自衛戦闘に用い 
るc重Sは2,8kg、グリップ 
部の弾倉は25発入りで、1 
分間に約1100発の発射速 
度を誇る(Photo:鈴嫡利治） 

vl-第12旅団司令部指揮 
hM所は掘り下げた半地 

下形式で構築され、効 
果s勺なカムフラージュ 
とネ目まって、発見され 
にくく、砲弾や爆弾の 
被害を最小限に抑え 
る工夫がなされている 
(Photo:鈴崎利治） 

「来るなら来い！」偽装 
網の天蓋をはり、3重 
の土囊で作られた円形 
陣に12.7mm重機関 
銃を備え你ナて餐戒を 
続ける隊員の晶息は 
荒し{Photo:鈴崎利治) 
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編隊飛行に先立ち、参加各部隊が相馬原飛行場のエプロンに整列u編成完結 
式がとりおこなわれた(Photo:鈴崎利治） 
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強度的にすぐれた半円 
形断面の栺撣所内部 
には、作戦立案などに 
使用される大型スクリ 
ーンが並び、換気扇も 
備えられている 

I (Photo:編集部） 

■$寅習参加!機(相馬原飛行場離陸機） 
OH-6D(31196、31265/第12ヘリコブター隊本部付隊、 
31270/第4対戦車ヘリコプター隊本部付隊、31288/東部方面ヘリコプター隊本部付隊) 
UH-1H(4170CK 41715/東部方面へリコプター隊第1飛行隊） 
UH-1 J(41841、41875/東部方面ヘリコプター隊第1飛行隊） 
AH-13(73433、73487:C-NITE/第4対戦車へリコプター隊第1飛行隊、 
73467、73486:C-NITE/第4対戦車ヘリコプター隊第2飛行隊） 
UH-60JA{43112, 43113、43115/第12ヘリコプター隊第1飛行隊） _ 
CH-47J/JA(52920、52926、52962:CH-47JA/第12ヘリコプター隊第2飛行隊、 
52911、52928、52961:CH-47JA:ノ第1ヘリコブター団第2ヘリコブター隊第2飛行隊） 

赤外線吸収効果のあるバラキューダ偽装網におおわれて、相馬原演習場の一角に 
駐機するOH-6D。口ーターと樹木のクリアランスが1m程度の狭い場所に、誘導員 
の指示だけで正確に着陸する乗員の練度は高い(Photo:鈴崎利治） 

な部隊移動とヘリボJ ノ攻撃による 
部隊の撃破をメィンとし、迫擊砲など 

の実弾射擊訓練も行ぅものであり、 
参加人員約2000名、車綱約500 

両、航空機として火型.中型•小型•対 
戦車ヘリ、LRiなど約奶機(第2旅 

団保有ヘリ0機)、砲迫0門(155腿 
榴弾砲FH-Q9門、120 |迫撃砲 

RT 9門、1画迫擊砲L-gQ門)とい 
ぅ大規模なものであった。 

地上部隊も第2旅団麾下のほとん 
どの部隊から抽出され、相馬原駐屯 

地から第2旅団司令部、第2偵察隊、 
第2高射特科中隊、第2通信中隊、 

高田駐屯地から第2普通科連隊、松 

本駐屯地から第U普通科速隊、新発 
田駐屯地から第n普通科速隊、宇都 

宮駐屯地から第2特科隙、新町駐屯 
地からは第2後方支援隊、第2対戦 

l-f fa 〇-段，第12施設中隊などが参加し 
た。なお、相馬原駐屯地の第犯普通 

科速隊は即応予備rILI衛宫により定 

員を充足するため、平時は定Mの約 
2割の基幹要員しかおらず、今回の 

演習には参加しなかつ 
た 〇 

W日は編成完結式 
終了後、実戦に即して 

隊員が周囲を警戒し 
ながらUJ-1H\"—一と 

UH-nJAに搭乘し、 
すでに車輛を搭載した 

CH'^_1 ‘\ J A などと 
共に一斉離陸を行つ 

た。同時に演習場から 
離陸したAT-1S 2 

機とCH心、5機を後 

に従えて編隊を組み、 
\1/ 
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飛行場上空を低空で通過す 
る姿は壮観で、まさに空中 

機動旅団に生まれ変わった 
第12旅団を象徴するシーン 

だった。 
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.，画 _ . ■ 一 I ■ 一 飛行開発実験団 
航空機を使用し航空機や装備品の試験を行う「襲団」0 

試験とはいうものの、その任務の困難さは、われわれ一般人の想像 
をはるかに越える。今月は自衛隊の最新航空機、装備品がぎつしり 

詰まつた飛実団をお届けしよう！ 
写真藤久巳文◎坪田敦史 



航空自衛隊が新しく装備する航空 
機や武装、およびさまざまな器树は、 

メ^—カーからの引き渡しを受けたあ 
と、すぐに実際の部隊で使用される 

わけではない。その装備が1的に使 
えるものなのかどぅか、性能テストを 

しなければいけないからだ。^^に航 
空機を開発する^Snだけでなく、ラィ 

センス生産や輸入によつて導入された 
航空機に対しても、綿密な試験•評価 

が行われる。また、既存の航空機を 
改造して、新しい装備を付け加える場 

合にも、適合試験が実施されるのだ。 

航空自衛隊には、こぅした各種の 
試験(実験)を主任務とする「航空開 

発実験集団」が設けられている。航空 
総隊、航空教翼団、航空支援集団な 

どのメジヤー.コマンドほど大きな組織 
ではないが、基幹部隊として、次の4 

部隊が編制されている。 
◎航空開発実験集団司令部(入間基地) 

◎飛行開発実験団(岐阜基地) 

◎電子開発実験群(入間基地) 

◎航空医学実験隊{立川) 
その中で、実際に航空機を使用し 

て、i試験(実験)を担当するのが、 
「飛行開発実験団」だ。この部隊は、新 

しい航空機の試験、航空機に搭載す 
る装備品の試験などを一手に引き受 

けている。本置では、岐阜基地で活 
動するこの飛行開発実験団にスポット 

をあて、そこで何が行われているのか 

を紹介したい。 
なお、地上の警戒篇レL夕1の装 

置など、m子^:の試験を担当してい 
るのが「電子開発実験群」、航空医学、 

人間工学などについての試験.研究は 
「航空医学実験隊」が担当している。 

8機種、約Q機を保有 
多岐にわたる 

飛行開発実験団の任務 

航空自衛隊がこれまで導入した航 
空機は、すべて飛行開発実験団にょっ 

4 
1 

岐阜基地でしか見られない無塗装のC-1' 001号 
機。c I1FTB (フライト•テスト•ベッド)と呼ばれ" 

この機体は元XC-1である。各種試験に使われて 
おり、飛実団の〃顔，のような存在だ 

岐阜基地のエプロンに並べられたT- 2 
各機。手前の1〇ァ0逼はF -1戦II機 

の開発に使用されたT - 2特別仕様機 
(元FS1T2改〇奥の102号機は、 

丁，2後期型で元XT i 2である 



岐阜基地の滑走路をタキシングするT-4離陸する予定だったが、急遽フラ仆がキャンセルに 
なった。この605号機には、機首に紅白のプローブ(計測用の標準ピト_)が取り付けられている 

'W . ...r .. 

免〔部；.：；.:好'.....' 
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夕暮れの岐阜基地のエプロンでエンジンランを行うF- 
2A、501号機。元XF-2、試作1号機である。權の元XF: 
2は、今後も飛行開発実験団によって運用される 

昭和30年12月 実験航空隊創設 
(浜松某地） 

昭和32年3月 実験航空隊、 
岐阜基地へ移駐 

昭和49年4月 航空実験団 
(APW)新編 

平成元年3月 飛行開発実験団 
(ADTW)新編 

ICflUfl «3-i wiM又'趙濟 

飛行開発実験団司令 

安宅耕一 空将補 
防大15期大分県出身昭和22年生まれ 

安宅空将補は、TPC14期（S53.5〜 
54.3)を修了したテストパイロットだ。 
もともとはF-86F、F-104、F-15を乗り 
継いできたファイター•パイロットでも 
ある。TACネームはDON。総飛行時間 
は約3700時間。隊員には、「チヤレンジ 

精神」「感謝の気持ちを持て」「人の意 
見を聞け」と指導している。 
Pガ衛庁でFS-Xプロジェクトチームに加 
わった経験を持つほか、第201飛行隊 
長、第2航空団飛行群司令、第3輸送航 
空隊司令などを歴任。平成12年12月、 

飛行開発実験団司令に着任した。 
「飛実団では、運用部隊が常用する領 
域のみの能力を確認するだけではな 
く、フライトエンベロープの限界領 

域を確認するように航空機の持つ能 
力全体を把握するための各種試験を 
実施する必要がある。航空機を設計 
した技術者と、それを扱う各飛行部 
隊の運用者の間にいて、その橋渡し 
役を担うのが飛実だ」と語る。なお、 

飛行開発実験団の副司令には、技術幹 
部の管野1佐が着任している。 

飛行開発実験団の現在の保有機は 
Fl15J\D^~5、F * 4EJ \E_~^改、 

F - 2 A\B、T _ 1B、T* 2、T , 

3、7~4、0,1\?76の合計8 
機種、約g機だ。「飛実団は航空自衛 

隊が装備するほとんどの機種が配備 
されてレる」と-*一—Jわれることガ多い 
が、輸送機(C -1を除く)の類いや 

救難部隊で使われている航空機は保 
有してない。これらの機種は、導入当 

初、飛行開発実験団にょって試験•評 
価が行われたが、実際に部隊で運用 

されるょぅになつてからは、継続的に 

同団で運用する必要性がないためだ。 
さて、20?年I月现在、飛行開発 

実験明は次の3つの試験を実施中だ。 

霞靈4 

111= 
ン実も齡BIに:A. 

1ilE __i論_ 

て試験•評価が行われてきた。団司令 
(空将補)、副司令(1佐)以下、「団司 

令部」「飛行実験群」「整備群」「誘導武 

器開発実験隊」「電子戦技術隊」「飛一 仃 
場勤務隊」が編制され、间の総員は約 

600人だ。 

飛行開発実験団は、戦麗の飛行隊 
などに比べれば地味な印象のある部隊 

かもしれないが、新しい装備品をいち 
f入手し、試験を実施する部隊であ 

るため、実は航空機ファンの注目度は 
高い。とくに、C-1FTBやT - 2特 

y. _など、岐阜基地でしか見られ 
ない特殊な機体は、やはり興味深いも 

のだ。また、試作機として製造された 
(いわば原型機ともいえる)ci、T- 

2、T* 4、F - 2といった国産機は、現 
在もここに配備され、飛び続けている。 

飛行開発実験団の主要な任務は、次 
の4つが挙げられる。 

1:航空機およびミサィル等の 

試験■評価 
2 :試験飛行操縦士および 

技術幹部を養成するための 
教育訓練 

3:技術研究本部の実施する 

試験等に対する協力 
4 :契約本部の依頼する 

領収のための飛行 

F - 2技術的追認 

実用試験が終わったF -ソー支援戦闘機 

について、能力を拡火することを自的 
とした試験。今後も4機のF - 2 (元 

試作機XF -2を使用して、追認試 

験が続けられる。 
■戦闘機搭載用—RST装置の 

性能確認試験協力 
技本にょって開発が進められている戦 

闘機搭載用IRST (赤外線探索-追 
尾)装置の性能確認試験協力を実施。 

■新中距離地対空誘導弾 
性能確認試験協力 

技本によって開発が進められている陸 
上自衛隊向けの新中距離地対空誘導 

弾(中SAM)性能確認試験協力を実 
施。 

なお、技本によるUAV多用途小型無 
人機)の性能確認試験協力は2000 

年Q月〜2001年Q月まで行われ、 

現在は終了している。 
飛行開発実験団の略歴は、左上に示 

すとおりだが、昭和A年2月1Uに 
浜松基地で実験航空隊が創設される 

以前には、第1操縦学校研究部が同 
じ役割を担っていた。それから、平成 

元年の組織改編までは、略称•空実 
団(APW)と呼ばれていたが、現在 

は一般的に「飛実団(ADTW\ひじ 
つだん)の略称がよく使われている。 



岐阜基地に帰投してきた飛行開発実験団 
のR15J。テストパイロットといえども、試 
験飛行だけでなぐ、練成訓練として、ACM 
などのミッションを実施することがある 

飛行隊の 
実験飛行操縦士は 

2〜5機種の操縦を 
担当する 

飛行開発実験J"!の中核となる部隊 
が「飛行実験群」で、その中で航空機 

を直接運用するのは「飛行墜である。 

飛行隊に所属するのは、ほとんどがテ 

ストパィロットだ。「飛行班_|「教育班」 

に分かれており、贊は羽ち 
蠢の航空機を扱っていることから、飛 

行班は担当機種別に、それぞれA〜D 

まで、4小隊に分かれて活動している。 

〔Aフライト〕F ,15、I-2、！-1 

〔Bフラ V卜〕F , 4、T - 4 

〔CフライトjF - 2 

0フラィト〕0-1、丁*3 
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エプロンに並べられた 
飛行開発実験団所属 
のF-4とF-15。ここには 
mm,約30機の航空 
機が配備されている 
(Photo: A.Tsubota) 
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F-2Bでのフライト 
を終えた2名のテ 
ストパイロット0 

実用試験を終え 
て、実戦部隊に配 
備か始まったF-2 
だが、飛行開発 
実験団では技術 
的追認のための 
フライトを継続し 
ている 

エフロンはそれほ 
ど広くないが、毎 
日、異機種の航 
空機による列線 
が形成される 

叫 

t 

A 

飛行実験群飛行隊隊長 
三輪芳照2佐 
防大25期奈良県出身 
昭和33年生まれ 

三輪2^は、第301飛行隊で卜4バ 
イ□ットとして活躍、アメリカの 
TPS (テストパイロットスクー/レ） 
を卒業した後、平成3年からFS-X 
の開発に携わった経験を持つ。操 
縦経験のある航空機は、40機種。 
総飛行時間は約3500時間。岐阜 
基地には通算で10^間勤務してお 
り、飛行班長を経て、平成13年8 
月から飛行隊長に着任した。TAC 
ネームはuJAZZfl。 

朝7時から開始されたブリ—フ 
イング風景。飛行隊のパイロット、 

ほぼ全員が集合する 

飛行前プリ！フイングを行う飛行 
隊のパイロツト。所属するテスト 

パイロットは、飛行経験が豊富な 
3±aクラスがもつとも多い 

ブリーフイング中のテストパイロ 
ット 

-呼ばれる资格を持つパイロットのこ 
とである。通^、1人のテストバイロ 

ットは2〜5機種の航空機を操縦で 
きる状態で勤務している。 

試験飛行とは 
地上でのスタディを 

実証する作業 

飛行試験(テストフラィト)という 
と、未知の世界を体験するなにやら 

&険な作業のように思うかもしれな 
いが、現货は決してそうい、っものでは 

ない。地kで^-分なシミユレ^ —卜を行 

つてnられた結Lを、突際の飛行によ 
つて、それを実証するという作業であ 

る。シミユレートとは、I行理論や航 

此にに学にMlづいた机上の計Jもそう 
だし、航空機の部品ごとに性能試験 

を行った結果の糾み合わせであった 
たフライト：ンミユレ^^^夕^^，を 

つたものなど、試験飛行のための 
作梁全体(スタデイ)と解釈すればいい 

だろ、つ。とくに今：：：では、高;能コン 
ピユータ1の導，入 つ てシミユレ•^, fy 

% 

ョン枝術が発速し、細部にわたる広 
範ljまで、実際に飛行する前に地. 

での確認作業ができるようになって 
る。試験飛行=留険飛行というわけ 

ではないのだ。ただし、飛行作業に費 
やす分力や時問という意味では、あ 

る程度リスクが伴う飛行だといえる 
だろう。新しい航空機や改造したば 

かりの航空機を初めてIばしたとき、 
事前に考えられていた： 

なかつたり、予期しない 
能が得られ 

!■フブルに遭 
遇することは、卜分あり^るからた" 

あるテストパイロットは、「ここでは 

試験飛行そのものが実戦なんだIと言 
つ。実働部隊では、パイロットが航空 

機を使いこなす訓練をして：要擊戦 れているため、失敗は許されないIlf:界 
闘、救雖、輸送といった、部隊ごとに だ。窗部隊とは任務の内容がまっ 

：jVえられた任務をまつとぅするため たく異なるが、この飛行隊にとつては 
に活動しているが、飛行開発実験団の n々の試験飛行が常に"戦い"なの 

場合は、航空機を完成させて現場 
Wき渡すのが任務である。試験飛： 
である。 

なお、飛行実験 

は限られたスヶジユールで厳格に行わ 運用のみを実施する部隊となって 

る。航空n衛隊の戦闘機部隊などで 
は、通常、飛行隊の中に 

編成し、パイロットと整抓 力 休と 
なって航空機を運用しているが、I 

隊には航空機整備 
嵐は配閥されていないのだ。機体の管 

现や列線における整備作業は、すべて 
「整備群」が受け持っており、飛行隊に 

「航空機Iは存がしない形になっている。 

開発^験]J1の飛行 
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飛行隊教育班 
テストパイロット(教官)TPC 48期 

佐々木康雄3佐 
防大33期岐阜県出身昭和40年生まれ 

平成9年、飛行開発実験団に配属。前任 
地は第304飛行隊。担当機種は、F-2、F- 
15、T-4、T-2、T-1。総飛行時間は約 
2200時間。TACネームはuPOCKYu。「飛 
行試験にはエアスピ_ドなどの制限が 
定められているため、限られた領域で 
航空機を飛ばさなければいけなし〜点が 
難しい。訓練飛行とはまったく異なり、 
大きな責任感も必要だ。」 

飛行隊教育班 
テストパイロット(教官)TPC 50期 

佐藤明紀3佐 
防大34期愛知県出身昭和42年生まれ 

平成10年4月、飛行開発実験団に配属。 
前任地は第204飛行隊。今年4月から 
TPC教官を務める。担当機種は、F-15、 
F-4、T-4、T-2、丁ィ。総飛行時間は約 
2000時間。TACネームは11AKI11。「技術 
研究本部との会議で、技術者に飛行試 
験の結果を伝えることが最初大変だっ 
た。ものを作る難しさを感じる」 

飛行隊教育班長 
テストパイ□ツト（教官）TPC 44期 

防大28期長崎県出身昭和36年生まれ 

TPC教官の親玉である末廣3佐は、もと 
もとはF4パイロット。第302飛行隊、第 
501飛行隊を経て、平成6年にTPCに入 
校した。総飛行時間は約3800時間。平 
成13^4月、教育班長に着任0 TACネー 
ムは"ZOMBI11。担当機種は、F-4, F-2. 
F-15、T4、T-2。エンジン始動経験すら 
ないR2で、初めて飛行試験を実施した 
ときには、地上でのシミュレートを入念 
に行っていた末廣3佐も、さすがに緊張 
したという。 
「TPCは実験飛行操縦士へのとっかかり 
に過ぎない。TPC入校中も厳しいが；テ 
ストパイロットになってからは、もっと 
高度な技量が求められる。テストパイ 
ロットとし任務に就く限り、継続した勉 
強と技量の向上が必要である。」 

飛行隊教育班 
テストパイロット（教官）TPC 47期 

太田寛治3佐 
防大31期愛媛県出身flg和39年生まれ 

平成7年8月、飛行開発実験団に配属。 
前任地は第204飛行隊0担当機種は、卜 
2、F-15、F-4、T-2、T-40総飛行時間は 
約2700時間。TAGネームは” KANOT。 
F-15でミサイルの試験をメインに担当 
した経験を持つ。 

ず他 

飛行隊教育班技術幹部(教官） 

舘弘士1尉 
部外87期(防大39期相当） 
三重県出身昭和46年生まれ 

航空自衛隊入隊後、航空機技術隊を経 
て技術幹部に。今年から飛行隊の教育 
班に配属(技術担当)。TPCのパイロッ 
卜に航空工学、航空機械制御、数学、物 
理などを教えている。とくに航空学生や 
文系出身のパイロットには、入校前の1 
ヶ月間、マンツーマンで数学、物理な 
どを叩き込むそうだ。教える際には 
「使える知識を教える」ように心がけて 
いる0 

全国の飛行部隊から 
選抜された6名が 

TPCに入校中 

テストパィロットになるためには、飛 
行実験群.飛行隊に設けられている 

「テスト.パイロット，コ^ —ス—TPC)を 
修了しなくてはならない。このコース 

おょひ一般大出身者、航空学生出身 
者だが、それぞれ飛行経験や総飛行 

時問共に、ある一定基準をクリアし 
なければならない。年齢はともにq 

歳以下が基準となっている。現在入校 
中の6名の出身内訳は、防大4名、一 

般大1名、航空学生1名。また、部隊 
別には、戦闘機部隊出身5名、輸送機 

部隊出身1名である。 
TPCを修了すると、すでに操1^1: 

格を有する機種に閲して、実験操縦 

士の資格が与えられる。そして、引き 
続き飛行開発実験U-1に籍を置き、テ 
ストパイロットとして、試験l行の任 

務に就くことになる。 
なお、TPCとは異なるが、企同に 

配置しているC飛行部隊のパイロット向 

けに、整備飛講習的に 
行われている。この講習は、飛行開発 

実験nnで行われているょぅな本_な 

備作業が修了した航空機の状態や性 
能を確認するために必要な知識と飛 

行要領を^05^するもので、修^^ると 
整備飛行操縦士の資格が与えられる。 

は、正式にはI試験飛行操縦上課程」 
といい、航空機の研究開発作業に備 

え、各種試験の実施に必要な専門的 
かつ高度な知識、飛！^術をiさせ 

る教育ブログラムである。全国の航空 
自衛隊パィロットの中から、本人の希 

望、部隊の推薦などを考慮して選抜 
されたパィロットが、TPCに入校する 

TPCは毎年 
1コースが開校 

しており、期間 
は5月の^:！: 

けから翌年3 

月までの約Q力 
月。「教育班」に 

は5名の银仅テ 
ストパイロット 

と一名の技^ 

部が^して 
配置してお % 

今年度(TPC 

13期)は6名の 
パィロットが人 

校している。 

TPCに入校 
するのは、防大 

18 
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STPC 55期入校中 

矢船明1尉 
航学42期宮崎県出身 
昭和41年生まれ 

* - I . * i pkkil i.J. ri ri. - .«■ 1 B k a ■ 

F-1パイロット。第6飛行隊、第22飛行 
隊を経てTPCへ。総飛行時間は約2700 

I時間。「今まで航空機の操縦は感覚的に 
やっていましたが、ここでは空中であっ 
たことを具体的に技術幹部に伝えなけ 
ればなりません。例えば『操縦桿を引く 
のはこれくらいJでいままで済んでいた 
ものを、ここでは具体的に『何センチ引 
く』といった言葉にしなければならない 
わけです。そういった点に難しさを感じ 
ます。1TACネームは” RICK”。 

■ 

h 

V, ■ 

1 

TPC 55期入校中 

山路史朗1尉 
防大36期三重県出身 
昭和44年生まれ 
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Rl5パイロット。前任地は第202^行隊。 
総飛行時間は約1300時間。「航空機を 
評価することの難しさを感じています0 

将来は航空自衛隊から宇宙飛行士が生 
れるといいですね」TACネームは 
‘,RYU、 

み：-:1，’ 

=ES： 

::: 働 
TPC 55期入校中 

遠藤好明1尉 
部外82期(干葉工業大学出身）千葉県出身 昭和44年生まれ 

同期の中では唯一、輸送機出身 
のパイロット。前任地は第402飛 
行隊で、C-1、U-4の操縦資格を 
持つ。総飛行時間は約2400時間〇 
遠藤1尉は、試行課程でT-400で 
の操酿育を受けた一人だ。した 
がって、T-3、丁-1で操縦の基礎を 
学んだあとは、輸送機以外に縁が 

なかった。「短時間の勉強だけで、 
初めてT-2、T-4、F-4、F-15に乗 
りました。仲間から戦闘機操縦の 
コッを教えてもらい、経験を補う 
ことができたのが救いですね。」 
今後開発が進められるC-X (次期 
輸送機)の飛行試験に携わりたい 
と考えている。 
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^お 
TPC 55期入校中 

坂本大助 1尉(学生長) 
防大35期神奈川県出身 
昭和43年生まれ 

F-4バイロット。第306飛行 
隊、第8飛行隊を経てTPC 
へ。総飛行時間は約1400 
時間。学生長を勤める。「教 
官には、飛彳亍試験の評価を 
適確に行うコメントが大切 
だと教えられています。そ 
のため、フライトでは五感 
を研ぎ澄ませて搭乗じてい 
ます。昔、チャック•イエーガ 
一に憧れたこともあり、志 
望してTPCに来ました。」 
TAC ネームは"FEVEFT。 

TPC 55期入校中 

山浦守1尉 
防大36期静岡県出身 
昭和44年生まれ 

F>4パイロット。前任地は第302飛行隊。 
総飛行時間は約1300時間。ものを作る 
ことが好き、という山浦1尉は、希望し 
てTPCに来た。「飛実団に配備されてい 
る航空機は、同じ機種といえども各機 
仕様が異なっているため（まったくとい 
つてよいほど同一の機体がない）、乗り 
慣れるには時間が掛かりますね。」TAC 
ネームは"TOPPO”。 

II M5パイロット0前任地は ■ _ ^ 一 _ 」 . _ 上 11_L   

'•I r. ^ 

if："','：； 

* 

■ 

TPC 55期人校中瀬戸秀之1尉 
肪大36期北海道出身BS和44年生まれ 

第201飛行隊。総飛行時間 
は約1400時間。「今まで操 
縦したことのない航空機 
を乗りこなすには、相当な 
勉強が必要です。また、た 
だ操縦するだけでなく、試 
験方法なども学ばなけれ 
ばいけません。」TACネー 
ムは11BELL11。 

TPCはiの厳し：^育課程 
現在までに約200人が修了 

テストパイロットは時問1秒、高度1 

フイ^速度1ノット、といつた正確さ 

で、機体をコントロールしなければいけ 
ない。そのため、飛行方法のレクチャー 

おょび報itは、きわめて厳格に行われ 
る。パイロット同士が身振り手振りを 

使つて、「こんな感じ」といぅ会話は通 
用しない。実際、戦S部隊などでは、 

操縦にはセンスも重要だと教えられ、 
体で覚えこむといつた技術のP得方法 

が平然と行われている。TPC入校生 
にとつて、そ、つして培つてきた^^術 

は決して無駄ではないが、最初は考え 
方の違いに戸惑、つことも多いとい、つ。 

航空機に搭乘しての教育(飛行試験 
理論)は、主にT-4を使用して行われ 

るほか、C -1、F- H3、F- 4、T _ 2、T 

-1、T-3などの搭乘教育も義務付 
けられている。ただし、ほとんどのフ 

ライトに^{1たはが相互に搭飛 
し、ソロは！^れない。TPC人校中は、 

座学、搭乘教育、そして報告•発衣な 
ど、次々と与えられた課題をこなして 

いかなければならず、週末^^めない 
ほどの厳しさだといぅ。 

近平は、TPCに入校するメンバー 
は全M、航空自衛隊のパイロットとな 

つているが、過去には海上自衛隊、陸 
上自衛隊のパイロットが入校したこと 

がある。また、自衛隊以外では、航空 
宇宙技術研究所おょび日本航空のパ 

イロットが入校した実績もあり、これ 

までに丁ド0を修了した人数は、19 

69年に第1期の教育が始まって以 
来、約200名。またこれ以外にアメ 

リカ空軍のテストパイロット■スクール 
(TPS)を卒業した者もいる。もとも 

とTPCが設置されたのは、当時、国 
産開発が進められていたC -1輸送機 

とT - 2高等練習機、そしてライセン 

ス調達が決まったF - 4Ei等入のた 
めであった。 

テストパイロットを養成するコ^ —ス 

は、航空自衛隊では飛行開発実験団 
のみにしか設置されていないが、海上 

自衛隊では厚木基地の第別航空隊に 
設置され、こちらで：^观機やへリコ 

プタ1のテストパイロット教育も行われ 

ている。 

日本版「ライトスタッフ」 
憧れはチャック•イェ—力— 

テストパイロットを^す者で、チャッ 
ク_イェ^——の名前を対らない'#はい 

ない。チャック•イヱーガーは、lit界の航 

空史に名を残したアメリカ空軍のテス 
トパイロットであるr-1947年、ベル 

xt1にょって初めて」U速を超えたiil 
として知られる。世界中の航空機操 

縦士の中で、テストパイロットの称せを 
持っているのは、ほんのひと握りであ 

る。それだけに、あのチャック.イェー 
ガ、—とl^ijじ肩書きを/r;7*えられる> Jと 

は、パイロットにとつて栄誉に輝くこと 

地H 

通？1^ 
三ッ行の入 

、口が用め 
3liJ:義運仏 

のてgか聞 
:/ J を 肢:H声 
こ 

まの る 
〇と姓へcE 

景師戦れ 
孤611勸年gズ 
:L子ら3 5 し 

座かiElは隊施 

⑽谓讎S臟读 ^C行dy地を 
飛 支 

mフ 

ブ 

業 

を意味するのだ。 

テストパィロットは、戦闘機出身者、 
輸送機出身者ともに、各部隊に竽え 

られた飛行任務 
で優秀な実®を 

残してきた者ば 
かりである。それ 

に加えて、豊富な 
操縦経験ととも 

に幅広い航空知 
識を身に付け、ど 

んな機体でも正 
く確にコントロ1ル 
酿<>できるパイUット 

飛 
の 

C 
P 

T る 
よ こ 

f¥. 

生 
5景 

ク 

と評価されることになるわけだ。 

印象的だったのは、現在TPCに人 

校中のパィロットの一人が「航空g衛 
隊のテストパイロットから、将來、{于爾 

飛行士が誕並するといい」と語っていた 

ことだ。それが実现すると、まさに日 
本版「ライトスタッフjの世界である。 

日本の航空界において、テスト。ハィロッ 
卜の存在がもつとよく知られるよぅに 

なり、活躍の場がいっそぅ広がること 
を期待したい。 

※「ライトスタッフ」は1983年に公開された 
アメリカ映画。宇宙飛行士に選抜された7人 

のテストパイロットの活躍を描いた作品で、チャ 
ック•イエ—ガ—役も登場する。 
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F-2のコクピットを模擬したAC ESの戦闘 
シミュレーション。操縦訓練のためのフ 
フイト*シミュレーターとは異なり、さま_g 

ざまな戦闘環境を作りだして、戦闘機の 
評価を行うシステムだ(Photo: JASDF) 

さまざまな環境を設定するための’ 
ACES 管制室(Photo: JASDF) 

技術幹部課程の実習風景。試験.評価に関する知識を 
修得する（Photo: JASDF) 

MaaBcii 

辨 t 二し:JfHSご^^^ 
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戦闘機能力評価システムのドーム型シミュレーター外観O 
ACES=Aircraft Capability Evaluation System (Photo: JASDF) 

ACES評価 
操縦席から 
の視界映像 
(Photo: 
JASDF) /ン 

m 

飛行実験群航空機技術隊隊長 

門田和也2{£ 
早稲田大学大学院卒、幹部候補生学校 
一般76期(防大相当） 
東京都出身昭和37年生まれ 

技術幹部の門田2ftは、機械工学（流体 
工学)が専門。航空機整備幹部として築 
城基地で整備隊の小隊長を務めたの 
ち、航空幕僚監部での勤務経験や指揮 
幕僚課程でフランス留学も経験してい 

兔る。また、T-4アクロ仕様機の開発にも 
携わった。技術研究本部を経て、平成 

=f u 1祥3月、航空機技術隊長に着任0 

7ロク7ム 

Jrtlh * ” N ;-] 1:¢ 

uu 
17 

(TOC)が設置され、研究 
発に携わる技術榦邡に必要な知識 

や技能を修得させるn1スを設けてい 
る。これは「技術教竹I-」がl[中ィして 

いる。今^-度は、アメリカ空l;マテリ 
アル.コマンド(資材から技術幹 

部がI名、交換&部として2¥抨度の 

期問で来ているとのことだ。 
ちろん A^I :試験方案の細部作 

成は、技術齡部とパィロットが協力し 
て行ぅほか、メ ーカ-—(会社技術|)の 

アドバイスを受けることもある'」実際 
のテストフライトでは、その試験飛行 

方菜に沿つて飛び、飛行後は、フライ 
トデータの解析、報-nM:の作成といつ 

た作業も行われる。 
航空機技術隊では、平成7年度か 

ら戰闘機能力評俩システム(ACES) 

の述用を行っている(試験運TJは平成 
度から)。ACESは、戦闘機が作 

戦を行、っ卜でのI打^^、科威をシミ 

ュレ^~卜し、総合的な戦關^^ドにお 

戰闋機能力評価システム 
(ACES)を運用する 

航空機技術隊 

飛行試験には、さまざまな種類があ 
る。ひとくちに航空機の性能テストと 

いっても、空力辖、エンジン、アビォニ 
クス、ゥエボンなど、多岐にわたる試験 

'取：^を一つ1つ-突施していかなければな 
らない。すべてに対して課題があるわけ 

で、それをどうやってこなしていくかを 
考えるし：I-ころから、飛行試験は始まる...* 

航空S術隊では、どんな项yの試 
験で、とのょうなテ^ —夕をとり、そ 

れをどのょうにやるのかといった飛行 
試験方案(飛行試験細部货験要領)を 

作成している。いわば、テストフラィト 
のプランニングを行、っセクションだ。技 

術韩部中心で：一成され、総H恥名。 
「総怙班」「航空機班」「锟子班」「器材 

班」「技術教竹班」に分かれて活動して 
いる。機体は「航空機班」、アビオニク 

スは「yl£T班」、アビオニクスとミサィ 
ル以外の装備品(爆师、ロヶット弥、機 



飛行試験の際 
は、試験統制 
宫（テストパイ 
ロット）、試験 
副統制官(技術 
幹咅15)がここで 
状況を見守り、 
必要に応じて 
指示を出す 

(^7 4^-\ 

— ■ -•?:_:■ぐ； 二：-—- .7^ 

1,了—^—'へ… 

:™ f 斤-ノ rr 
(P 1 *-し/ぐ〜，卜'. 

■辱1,彎臂謂:， 
.声艾这今〜^_—...冰1土45 > FTCSは、G空ilt K空 

域での飛行試験をモ 
ニタ_できるシステム 

だ。FTCS=Fiight Test 
Control System (飛行 
試験管制システム） 

jam 
.琴,\，科+ 

ダ 

飛行実験群計測隊隊長 

東井勇治2佐 
防大25期兵庫県出身 
昭和3样生まれ 

東井2佐は、電子関係を専門とす 
る技術幹部。学歴は防衛大学校理 
工学研究科卒業、大阪大学で工学 
博士 (電子工学）を取得している。 
警戒管制レーダーFPS*3の開発に 
携わった経験を持ち、電子戦技術 
隊運用班長などを経て、平成12年 
3月、計測隊長に着任。 
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際、試験統_は技術：S：部がill当、試 

験副統制宫はテストパィロットが担当 
することになつている。又！^12の技術 

試験、実用試験では、この施設を使つ 
て1000ソーテイ以hのフライトをI乂 

デ^—夕を収狼したという 〇 

使って刹力い飛行データをリアルタイ 
ムで収览、処理することができる。赞 

制褚は2つ設けられ、同時に2つの飛 

行試験をモニタ1することがr能だ。 

G空域での興M験は、航空息W隊の 
輪島分屯趣地に設けられたアンテナで 

テレメ^~夕^~電波を受_>し、地上回線 
で岐*lv基地まで送られる。また、K空 
域での飛行試験では、岐，基地内に設 

置されたアンテナで直接受信すること 

が可能なシステムになっている。テスト 
フライトは通常Q分で{G空域までの 

進||、帰投に片道0分かかる)、計測 
隊の仗事は、試験飛行ごとにアサイン 

されたデ^夕を収狼することたe 

飛行開発実験団に所腐するすべて 
の航空機が、FTCSに対応したテレ 

メータ1装1!_を搭Kしているわけでは 
ないが、計測装牌は機体側にも搭載さ 

れ、飛行後、記録をロードする作業も 
計測隊にょって行われている。 

M常、飛行試験の際には、FTCS 

に計測隊の隊Mのほか、その試験に携 
わる技術幹部、パイロットなどーフライ 

卜につき设低2〜o名が詰めて、テス 
トフライトをモニタ^^している。その 

握 巴 
で 
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試る 

行き 
飛で 

の整備保管などを担当 

「試験情報処理班」 
IFTCS (オンライン 

系、オフライン系)の運 
用、試験等の情報処理 

作業の実施及び解析業 
務情報処理装置の整備 

保管などを担当 

「光学計測班」 
—試験等の光学計測の 

実施および解析業務、 

写真.‘匕ナォ撮影および 

処理、光学計測用器材 
の整備保管などを担当 

計測隊では、試験情 
報処理班が「飛行試験 

システム(PE-OC/})」 
の運川、整備を行って 

=試験 る Jれは飛 

飛行試験管制システム 
(FTCS)によって 

リアルタィムで計測を実施 

計測隊は：飛S験を行ぅ航空機お 
よび地hに設貯された計測器材の運 

用、整備を行う部隊だ。M時に計測 
データの処理もrrつている：総勢約1() 

名の部隊で、隊長、、•土任研究ti以下、 
次の4つのセクションに分かれて活動し 

ている。 
「総括班」1庶務、人事、 

教育訓練などを担当 

「飛行計測班」—飛行試験等の計測業 
務(電子計測、赤外線計測)、試験用航 

空機の計測装備および飛行計測Mi等 

の効率的かつ安全な奥施のため、航空 
のフライト状況をリアルタイムでモ 

一夕1するための施設だC;成53 

Pから試験的運用を行い、$6苹 

度から正式に運用を11始した比較的 

地hの支援施設である 〇 

FTCSでは、G空域、K空域での飛 
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整備群•整備隊に所属する隊員は、コ 
ブロンでの列線整備作業も実施する 
もちろん、航空機の誘導も行う 

〇 

早朝、格納庫からエプロ 
ンに引き出したばかりの 
F-2Bをメンテナンスする 
隊員。この日、2回のフラ 
イトを実施する予定の機 
体だったが'、2回目のフラ 
イトはキャンセルとなった 

F々が装備するF110エンジ 
ンノズルに入って作業を 
実施する整備員 

.'鲁，へ 
v>,,uH|^p •- .，ぐ. * ** 

整備群整備隊隊長 

吉J11伸二3佐 
部外72期昭和34年生まれ 
平成12年3月着任 

整備群 
整備統制 

竹原!! 
部外71期 
平成1牌; 

mm^rnl —f 

整備群整備技術隊隊長 

大森彰3佐 
部夕订7期昭和38年生まれ 
平成12年3月着任 

整備群修理隊隊長 
森直之3佐 
防大28期昭和37年生まれ 
平成1挪月着任 

整備群装 

佐竹英 
部内74期、 
平成13年1 

整孀作 

部隊のように、ほかの基地への機動展開 

がほとんどなく、試験飛行という任務 
の性格によって、迅速件よりも、フラィ 

卜〆」とに^^に渡る整^:^^が求めら 
れるからだという。そのため、整備群 

の指揮下で、すべての整備作業を実施 

したほうが、；^的なのだそうだ。 

整備隊は、機稀ごとに担^Tを分けて 
3分隊で活動している。 

〔1分隊〕F -51-4 

〔2分隊〕F - 4、T - 2、T -1 

〔3分隊1C ■1、T * 3 

(※ド- 2は整備技！^が担当) 
F - 2の整備作業は、整備技術隊によつて行われている 

か41 

レ精 

敕iは、舞夹団の中でも二fS3 

名がいる大きな部隊で、群司令、整 
爾王赁下、次の4隊で！！^されている。 

整—」—航空機の整備全般を担当 

「装®」—レーター、ラジオ、ア—マメン 
卜などの搭載電子機器等の整備を担当 

「修理隊」—エンジン、計器、油圧、電 

機なとの整備を担当 

「整®^」の—機、装 
備品に関する整f担当現在はF - 2 

を専門に扱っている。 
整備群の隊Wは、1人あたり3機種 

以上の整^^:^ができるように訓練し 
ており、経験の多い整備Mは6〜7機 

備能力を持つているという。ま 

た、航空自衛隊のほかの航空mに；！制 
されている脾 1給群とは趣きが興な 

り、飛実団の整備群では、整備隊が支 

援整のほか、部^^備(フラィトト又 
援の整備)も担当しているのだ。そのた 

め、翁体に割り 
てられた機付 

Kも、整備隊の隊 
である- 



増槽を改造して 
イ乍られたカメラ 
ボッド0ミサイル 
の発射試験で使 
われる 

カメラボッドの内 
部に搭載されて 
いるカメラ器材 

誘導武器開発実験 
隊が管理する施設 
で、弾薬などの装備 
品が貯蔵されている 

整備員の肩にはXAAM-4の試験時に 
作られたワッペンが付けられていた 
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誘導武器開発実験隊隊長 
工学博士 

穌田雅彦1佐 
防大19期愛知県出身 
昭和26年生まれ 

技術幹部の秌田（あきた）1佐は 
防大卒業後、航空機整備を3年 
半経験したのち、東京工業大学 
に5年在籍して博士号を修得。専 
門は電子工学。AAM-3、-4、，5 
の開発に携わった経験を持つ。 
平成12年12月、誘導武器開発実 
験隊長に着任。 
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る。现在は、AAM 

，必要があ 
3の麓 

となるミサィルXAAM _ 5 

の開発が進められているとこ 
ろだ。航空内衛隊の戦闘機が 

搭載する短_の空対空ミサ 

イルは、旧型のAIM - 9Lか 
ら新型のAAM, 3に、まだ 

置き換えられているla中なの 

備 
る 

をす 
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「誘導武器」とは、すなわちミサイ 
ルのことである。雜t器1発実験隊 

は、ミサイルの研究.開発を専門に担 

当する部隊だ。航空機搭載用の空対 
空ミサイル(AAM)と空対艦ミサイ 

ル(ASM)に加え、地対空ミサイル 
(SAM)も扱っている。一昔前は「飛 

」の_で活動してい 
たが、平成元年に行われた航空自衛 

隊の組織改編によって、「誘導武器m 

発実験隊」に改められた。 
人農8名の小規模部隊だが、「総括 

班」「試験班1班(AAM、ASMを[•] 
当)」「試^^ 2班(SAMを相当)」 

班」をfしており、メンバIは技懷仲 

王体だ。1な分野であるため、 立1-1力 
行実験群には組み入れられず、fjl行 

開発奥験闭の^®部隊となっている。 
ミサイルの研究.開発は、休Lする 

は、現時点で防fyの技術 
研究本部(TRD1)が行つ 

ているA AM • 5技術試験 

の支援を担当している。同 
隊による本格的な実用試 

験は、^^ B年度から開始 
される予定だ。 

そのほか最近の大きな 
活動としては、今年3月に 

硫黄-Lで FT 程空対空ミ 
サイル AMRAAM (AIM 

-120B)の試験を行った。これは航 
空>R衛隊のF -~と整合が取れるか 
レーうかを確認する、儀適合fkのテス 

だが、もう新しいミサイルの開 

発に取りかかっているわけで 

ある。誘導武器開発実験隊で 

卜であった。AMRAAM (読み：アム 
ラーム)は、研究y的でアメリカヵら 

輸入したミサイルである。 
ミサイルは卨度な技術で作られてい 

るため、プロフェツシヨナルの養成にとて 

も時間が掛かるといぅ。技術者は、航 
空工学、電子工学、光学など、すべての 

知識をしなければいけない。とく 
にミサイルの鎌_置は、ハイテクノロ 

ジーの結集ともいえる部分で、仙究. 
開発に多大な労力を必要とするのだ。 

これまでn本は^^^のミサイルと 
」x、asm,1、asm-2、aam-3、 

AAM - 4キ鲁麗した_があり、 
のミサイルと比 

ベて引けをとらない 
$を持っていると 

一一一 Sれる。 
興■譲にょって、 

ルの•lci^が継 
れる。 



評価対象航空機として電波暗室に懸吊されたF-2支援戦闘機(Photo: JASDF) 

電子戦の能力を評価するため、電波暗室に収容戦闘機1機を収容できる大きさの格納庫が、その 
されるF-2支援戦闘機（Photo : JASDF) まま電波暗室となっている(Photo： JASDF) 

戦能力は、現代 
の戦闘機に欠かせな 

ものた？?11子戦には2 

つの要素があ. 

相^の戦闘能力を電子 
妨害にょって低下させ 

るECM (電子対抗币 
段)、もぅ一つは相^の 

ECMからh機の戦11 

能力を守るECCM (対 
電子対抗手段)である。 

どちらの能力も、相手 
より優れていなければ 

ならない。現；^のエレク 
ロニクス技術は、飛 

的に進歩しているため 
戦^機の馄广戦器材にも極めて高度 

な技術が使われている 〇 

,IFf「 
•- im V rn 閱機が搭載する^f戦閲述の器 

付としては、レーダー"レーダー與^^ 

4^,ia、電 P 妨士^1[.0.などがぁる〃：^卜 
戦技iは、これらの装牌の開発や能 

戦面でがF} 
15险体ナ3D 

一!部収テ 
比内吸7>0: れ、安アto 

紂はguho 

吊室！?(C((P 

面々 
ti iル壁g 
暗。レれ；？： 

波機ウわけ 
電闘が覆設 

評俩を|!(^する部隊だ_総 

班」「運雄」「研究班」「整備 

班」で編成され、総H17名。飛 

J*—，l 
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行開発奕験団のi部隊とな 
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つている 0 
... 

同隊では、m子戦堞境を 

ンミュレートして機器の能力 
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川を行つている。EWESは、 

格納庫1つがE人な電波喑 

‘;--v,J--->s_T 

.•v>.vhvw >“.-r.l.‘-d 

室になつており、F -15やF 
• 2などの奕機を天扑から 

りドげて、^際に強度の 
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を作り出すことがMJ能だ 0 

昭和61牢度で予鈴化され、 
成2牢度から運用を始め 
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及機が人っているわ 
けではないが、M近はKに 

• 2の電子戦に閲わるデー 
ク収集を行つているといぅ。 

EGM =mI ect roni coountCDrmemcnyres 
*ECCM = 

Electronic cou Ee7oountermeasu res 
*EWESn 

Electronic warfare Evaluatioコ System 
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管制塔のある建物の〗階に岐阜基地の 
ベース•オペレーションが言尝けられている 

岐阜飛行場は隣接する川崎 
重工や岐阜県警などの航空 
機も使用している。上空は 
名古屋空港の空域と重なっ 
ているため，情報掲示版で 
は岐阜と名古屋の両方の状 
況が分かるようになってい 
る（Photo : ATsubota) 
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赃学±23期 
福井県出身 
昭和23年生まれ 
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本道3佐は、1970年か 
らC-46、YS-11、C-1な 
どの操縦を経験してき 
たベテランの輸送機パ 
イロット。総飛行時間 
は11500時間。内訳は、 
C-46で約2900時間、 
YS-11で約3200時間、 
C-1で約4600時間。 

飛行場勤務隊隊長 

飛行場勤務隊の隊員は、航空機 
のフライトプランや運航関係 

の情報を扱う仕事をしている 
(Photo: ATsubota) 

フライトプランの内容を端末 
に入力する隊員(photo : 

ATSUboE 

は、飛行場の運川 
と航空機の運航支 

行う部隊だ 
1搭のある述物 

の一階にはベ 
オペレーシヨンと 

呼ばれる施設があ 
り、ここで飛行す 

る航空機のフライ 
トプランの受现や速於 

の収集、：H達を行つ' 

わる：；！：# 

る。「総括 

ffeu Jfc -5 - 

ij-fr 

■ 

班」「飛行管理班」「外来機支援班」 

が編成され、パィロット(隊長)、飛 
行gljjuなど総y約-名が勤務に就 
いている。让事の内容は、ほかの媒： 

地(航空M)に配蹬している飛行場 
勤務隊と同様で、ここでは岐-1—飛J 

場の管理•運川を担4している。 
なお、岐.¥飛行場は现在ある航空 

r 

飛行場で 
衛隊のUV地の中ではもつとも山い 

長い歴史を持つている。 
人正6年に陸軍の飛行場として|1設 

されたのが始まりで、第2次大戦後 
はアメリカ：卓に接収されたが、1i和 

33年にU木に金l返還、以後、航空 

衛隊.実験部隊のベースとして使 
J4 44 11けている □ 



飛実団では 
你試験を， 

ここまで特集を読み進めてきた読者のみなさんには、 
飛実団でいかにシビアでたくさんの試験が行われているかが 
おわかりいただけであろう。ここでは、過去に職団で行われた 

ほんの一部の主な試験についてお届けしよラ。 
写真提供(特記以外)◎航空自衛隊 

成 
71-5275 

航空自衛隊最初の主力戦闘機F-86Fの後継機と 
して導入、1962年には初の飛行隊が編成された。 
最後の飛行隊1986年に解散、1987年からは無人 
標的機UF-104Jとして少数機が運用された。 

わが国初の国産ジェット機。A型は1962年まで 
に4剖幾が生産され、国産のエンジンを搭載し 
たB型は22機が生産された。現在ではA型は 
全機が退役、B型も残りわずかとなっている。 
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EBB 
初級練習機T-34 メンターを基本にして富士重 
エが開発したレシプロエンジンを搭載した初等 
練習機。航空自衛隊には50機が納入された。 

mmsm 

わが国で開発された旅客機。航空自衛隊では 
1965年からを導入し、旅客型、貨物型、電 
子訓練隊、飛行点検隊等の各タイプがあった。 

gTJ 腿■は BBB 【 
世界で5000機以上が生産さ 
れたベストセラー機を日本仕 
様(EJ型)として導入された戦 
闘機。最初の2機はアメリカで 
生産され1971年7月23日に小 
牧飛行場に到着している。現 
在では搭載麵を近代化した 

EJ改型が配備されている。 

二 # 

.* ■- _• 

mmm kifi 

F-104の後継主力戦闘機として導 
入された戦鬪槪，1980年から導 
入が開始され、単座型•複座型 
あわせて203^が配備された。 

航空自衛隊の端末空輸用へリコプターとして導 
入され、1986年に初号機を取得、実験航空団 
(当時）で運用試験が行われた。現在まで1_ 

が納入されている。 

T-2の3号機を改造して作られたCCV (運動性 
向上技術)機。胴体下面とインテーク脇に力 
ナードが'設けられている。現在では岐阜基地 
内にモスボール状態で保管されている。 

046の後継機として一時はその導入が推討さ 
れたが見送られ、C-1の補用機として導入され 
た戦術輸送機。世界各国で採用されているベ 
ストセラー輸送機である。1984年に初号機が 
アメリカ空軍のパイロットによりフェリーされた。 

1976年に発生したソビエト空軍のMiG〜25に 
よる函館空港強行着陸により導入された、空 
中早期警戒機。1977年に導入が決定され、 
1979年に発注、1983年に納入された。1994 

年までに13^_が導入された。 

:•、〇い,:fも， 

Jm 
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行した現用輸送機。1978年まで 

後、実験航空隊(当時)でいくつ 

アメリカの無償軍事援助協定により彳955年彳月より装備がはじまり、1956年3月 

からはj 11崎重工で国産された機体が配備された。2000年6月に全機が退役した。 

飛行開発実験団の主要な任務は、航 
空機及びミサィル等の試験評価、飛行 

f士及び技術幹部を養成するための 
教育訓練、技術研究本部の実施する試 

験等に対する協力、契約本部の依頼す 
る領収飛行のための飛行、の4つであ 

り、試験や評価の対象となる機材や機 
器の範囲も航空機、誘導武器、電子機 

器' 支援装置にわたるため、創設以来、 
実に多種多様な試験が行われてきた。 

ここでは今日まで飛実団で行われた 

数々の試験評価等の中で、主な試験に 
ついてご紹介する"このコIナIで並ん 

でいる機体、装備品は現在は航空自衛 

隊で活躍している' もしくは活躍してい 
たものばかりである。すべての機体、装 

備品も部隊配備前にはかなら„す飛実団 
で試験が行われていたためである。 

なぉ、飛行開発実験団は昭和0{19 
60年2月に浜松基地で実験航空隊 

として創設され、その後昭和2(196 

2)年3月に現在の^*基地に移駐、昭 
和？年4月！iai実験団が鬣され、 

平成元(1989年3月に飛行開発実 

験団となったため' 実験航空隊、航空実 

験団隷下で行われた試験も含まれてい 
ることをあらかじめお断りしておく。 
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救難ヘリV-107の後継機として導入された、シ 
コルスキーHH~60Aの航空自衛隊向けの改造 
型&1987年に採用され、1991年2月に初号機 
が納入されており、航空救難団の主力として 
活躍している。 

旅客機であるB767をべ一 

スとした空中早期警戒管制 
機。実用試験に続き、1999 
年からは1年間かけて運用 
試験を行い、2000年3月か 
ら部隊での正式運用が始 
よつ.Jw 〇 

短射程空対空ミサイノレ/UM-9Lの後継ミサイル 
として1986年から技術開発を実施、1987年か 
ら技術研究本部で、1989年から航空開発実 
験集団で実用試験が行われ、1990年に制式 
制定された。制式名は90式空対空誘導弾。 

地対空誘導弾ナイキの後継ミ 
サイルとして1985年から整備に 
着手したミサイル。その性能は 
湾岸戦争の際にも実証されて 
おり、平成7年からは能力を向 
上したタイプが配備されている。 

1999年に制式採用された' 中距離空対空ミ 
サイルAIM-7の後継ミサイル。アクティブ方式 
のミサイルで制式名称は99式空対空誘導弾。 

支援戦闘機F-1の後継機とじT F-16をべースに日 
米で共同開発された支援戦闘機。1988年から開 
発に着手し、1993年10月に初飛行した。2001年 
3月には三沢基地に初のF-2飛行隊である第3 

飛行隊が編成されてしヽる。(写真:坪田敦史） 

1M 

空自が保有する7501b、500lb爆弾の弾頭に装着 
する誘導爆弾用誘濞装置。誘導方式は赤外線誘 
導方式で、昼夜間の運用が可能。 

エンジン、機体とも国産の中等練習機。1981 
年から開発に着手し、1985年7月に初飛行し 
た。実験航空団(当時)では1〜4号機を使用し、 
技術•運用試験を行った。現在、航空自衛隊 
では同機により基本操縦課程を行っている。 

わが国で開発した空対艦ミサイル。1973年度か 
ら技術研究本部において開発に着手し、約7年 
を経て完成した。制式名は80式空対艦誘導弾。 

1988年から 制 
定された空 して 
いる88式炖 . 

U-125Aは捜索救難機MU，2の後継機として導 
入された、BAE125-800に所用の改修を施し 
た捜索救難機。 

わが国で開発された初の超音)] 月 
20日に初飛行に成功。岐阜¢7 当 
fl寺)では1〜4号機を使い、各種： 

指揮連絡機として活躍したB-65の後継機とし 
て導入された多用途支援機。ビジネスジェフ 
卜機として活躍するガルフストリームIVと同 
型機で_が■導入されている。 

LJ-125は飛行点検隊で使用されている航空保 
安無線施設の点検機。1番機が実験航空団で 
テストに供された。 

輸送機、救難機等の多発機のパイロット養成 
に使用される基本操縦練習機。機体は三菱重 
エが開発したMU-300をべースとしたもので、 
航空自衛隊の練習機としては初の並列座席の 
練習機であり、クルーコーディネーシヨンの教 
育に適している。 

V4 

■•1 



航空自衛隊 孕輿とむ黑澤英介 朝日に照らされる第206飛行隊(現第305飛行隊)時代のF- 
104J。この他ゲートにはF-86FやF-86Dも展示されている 

符都_からもっとも近い場所に位置 
-、首都防空をその任務とする航空ぬ 

衛隊百里蕺地。 
茨城県II茨城郡小川町にあるこの 

躲地には、第7航空団の第2041行 
隊と305飛行隊にF-qJ\D Jが配 

備されているほか、航空，11衛隊睢一の 
偵察航空隊や、百里救難隊、第401 

基地防空隊、西里管制隊、第2移動警 
戒隊、屮部航空施設隊第3作業隊、 

跟気象隊、FJ里地方醬務隊が所厲し 

=本の屮枢部に一番近い戦關航空 
団基地であるため、航空観閲式や航空 

訓練展示、防衛庁畏官就任時の視察. 
観閲、内外vlpi’の视察などにも対 

応する多忙な基地として知られている。 
延べぬ万0000の敷地而 

積を持ち、270O mの滑走路1本を有 
する百里基地は、基地内に民問所打の 

土地が点在するため誘導路が『く』の字 
に曲がってい蠢しM地でもある。 

今月は、この百UI基地のすべての部隊 
を一挙に紹介しよ、っ！ 

空を担う 
エアべ—ス 
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飛行訓練を終えて、ランウェイ21に大型エアブレーキを開きランディングする第204飛行隊のF-15J * 11 
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飛行訓練を終えて、ランプ< ンする第305飛行隊のF_15J, 
この後、グランドクルーによって機体がチェックされる 

へ 

儀^::: 

m 



夕闇迫る中、夜間訓練のに向けてエンジンスタートする第305飛行隊F-15上夜間訓練は定期的に行われる 

整備補給群装備隊武器小隊による兵装搭載訓練，F-15Jの胴体4箇所にAIM 
7F「スパロー」を搭載する 

... - 

グランドクルーの誘導により機体がタキシングを開始する。グランドクルーの支え 
を受けて、パイロットたちは大空に挑戦し続ける 

I 

爾 
__ 

機体チェックオールクリアー、サムアップサインを送る第305飛行隊パイロット。こ 
の後ランウェイに向けてタキシングが開始される 

整備のため、機体からプラット&ホイットニー社製のF-100エンジンが取り外され第305飛行隊隊舎内では飛行訓練に向けてブリーフイングが開始されるcこの日 
る。作業は実に迅速だ の内容はAGTS(空中射撃標的装置}を使用してのバルカン砲射擊訓練 

3飛行隊との同点優勝を成し遂げた 
ことだろ、つ。このときも機種に描かれ 
加、3機のD J型を含む6機のF,rを 

派逍している(ちなみにこの年は戦競 
た「武蔵」の文字と口Lビジながら大に参加していない)。 

きく尾翼に描かれた二刀流の剣が注 部隊マークは梅の花で、これは百里 
基地がある茨城県の名所•水戸の偕 

楽園(見事な梅の花で有名)にちなん 
だものだが、冒頭でふれた同隊の母体 

となった第206飛行隊時代から続い 
ている伝統あるマークだ。現在、第3 

05飛行隊は飛行隊長の武藤茂樹2 

佐のもと、任務励行に務めている。 

回を集めた。 
また、1999年6月、航空自衛隊 

としては初めて、戦闘機部隊の海外 
訓練派遣が実施されたが、第305 

飛行隊はそのトップバッタ1として日 
米共同訓練「コープノ^~ス.グァム，0」 

に警戒航空隊のE-2Cとともに参 

穿305飛行隊は、もともとはぞ一 

04部隊として編成されていた第20 

61P隊—~96--o/u1-978^—^ 

体となっている飛行隊だ。第206飛 
行隊は1978年川 角ルw 

79年2月にF-4E J部隊として第 
305飛行隊の歴史がスタートした。 

F-Gを装備した第305飛行隊と 
なったのはM年後の1993年からだ 

が、F-4からF-Cへの機種改編にあた 
っては、人材育成や機材の充実に1年 

以上をかけて取り組んでおり、この間、 

F-4E JとF-BJの2機種を運用し 

ていた。航空自衛隊7番□:のF-S飛 
行隊として：止式にスタ1卜を切ったの 

は1993年8月からで、翌年からは 

すでにィーグル飛行隊として活躍して 
いた第204飛！^隊とと-^53にアラート 

任務を開始している。 

第305飛行隊はF-4EJ部隊時 
代から、戦技競技会における強聚部 

隊のひとつで、F-4E J時代には3度 
の優勝を収めており、F-4での最後の 

参加となった1992年の戰競でも見 

事優勝し、有終の美を飾っている。第 
305飛行隊の戦競参加機には「宫 

本武蔵」をモチーフにした文字やィラ 
ストなどを描いた特別塗装機が登場 

するが、初めて「武蔵」が描かれたのは 
このファントム最後の2年の戦競時か 

らである。 

F-qJでの戦競参加は、機種改編 
で1年間、戦競を休んだ後の1994 

华の大会からで、この時もファントム 
時代から縁起がいいとされた「武蔵」 

の特別塗装機で登場、F-Uでは初参 

加でありながら、対戦 
闘機戦闘F-g部門で優 

勝したといぅ実敵をも 

っ。 

第301,0飛行隊は、 

部隊となってから 
もすでに3度、戦競での 

優勝を飾っているが、一 
代找番記憶に新しいのはや 

ま 0.200 第2 
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飛行訓練を終えてランウェイ21にランディングする第204飛行隊のF-15J。第204と第 
305飛行隊、百里基地ではこの2個のF-15J飛行隊が首都圏をガードしている 

:曹 > ' 

フェイ21からアフターバーナーオン状態で離陸する. 
-クが第305飛行隊 

つ見 

アラートハンガーには2樺のF-15Jが 
待機する。地上待機は24時間にわた 
り、パイロット、グランドクルーがつく 
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鷥のマークが第204飛行隊、梅ラストチャンスでの機体チェックを終え、サインを送るパイロットとクランドクル 
ても息の合った作業ぶりだ 

第9104飛行隊は、1964ハ牛、宮 
崎阽新jl原基地で第202飛行隊に 
次ぐF--04飛行隊として誕生した 

飛行隊だ。創設された翌年1H 

なる。1984年3月、まずW里M地機m改編 InJm行隊はS-独ア呼ばれる4柯のノー、スァートがファンの 

にF‘15準備班が編成され、続いて新ラート任務に就いている 0 

田原の第202飛行隊のマルヨンパイロ 
からットもその多くがF-15パイロットへの機 

F-104操縦転換教育を受け持ち、 
以來約Q年にわたり、灾働戦闘機部 
隊であるとともにF-104パイロット 

S成をtrぅ部隊として活動すること 
になる。 

そして^代はF-104からF-15へ 
と、主力機の新-J交代が行われ、第 

204飛行隊もマルヨン飛行隊からイ 
1グル;11行隊へとまれ変わることに 

ff#換課秸を受けf1985年3 

月2n'第204飛行隊は新生F-[^ 

部隊として誕生し、ホ^~ムベ^~スを新 

田原基地から^里艰地へと替えるこ 

とになる(同時に、|:1^基地の^^4部 

隊.第301飛行隊は新田原基地へ移 

動し、現在に至っている)。1993年 

には、同じ西里基地所在のF-4飛行 

隊であった第305飛行隊のF-15への 

航空，！：衛隊で40年の歴汜をもつ戦 
技競技会において、第204飛行隊は 

新田原基地でのF-104時代に31: 

優勝しており、F-15?il行隊となった後 

もQハ小とQ印、連続優勝を遂げている。 
例年、戦競時に話題になる機体の特 

別逾装では、第204飛行隊の参加機 

には1990屯から「ヮルキュ—レ」と 

人気を集めてきた。ここ数年、この独 
特な特別塗装が戦競機から消えてい 

たのだが、2001年の戦競では復活 
し、フアンを喜ばせた。ちなみにこのノ 

LスアI卜は飛行隊輅備小隊の整此 
員の手によるものだ。 

現在、第204飛行隊は黒羽伸 
(2佐)飛行隊長のもと、第305飛 

行隊とともに対領空侵犯措蹬(アラ 

* m HJm —fe Hi 

1卜待機)も行う最前線の戦闘機部 

隊として活躍している。 
鋭い：：：：とくちばしをもつKの顔が 

印衆的な现在の部隊マークは、F-G 

部隊として百n越地に移動したこと 
をきっかけに数稀類の职來の中から 

選ばれたもので、F-r:のニックネ^~ム 
『ィ^~グル』をモチ^~フに、「ィ^~グルの中 

のィーグルを；111衍す」という意味を込 
めたものだそうだ。 

* 



令 

機体にはバルカン砲、2発のA1M-9サイドワインダーを搭載、あっという間に離陸態勢に 

アラートハンガーにスクランブル発進 
のアラームが鳴りwき、待機室からク 
ルーたちが撤体へと全力疾走レて达 

まハ ■し 
^UII 
5 イD ,, 
ソ 」あ n7 を一r 隊が交互に待機し 

i-f 

f / /71, /!:はピッツスペシャルのアクロバット 

で心^な「エアロック•チ^ —ム」のパィロッ 

卜、nック岩崎氏が所Mしていた飛行 

隊も、この第204飛行隊であること 

を付け加えておこぅ。 

アラ—卜待機は4時間体制 
各戦闘機N:地では4時Uの対領空 

俣犯措散(アラート待機)が行われて 
おり、ここrl!l!^地でも第204、奶 

び 
レ 仟務にあたっている"一度スクランプ 

がかかれば2機のF--ペアにょって5 

分以内に離陸して=標空域へと飛び 
立っ。百n娘地第7航空明と小松基 

地の第6航空j-jは、屮部航空方而隊 
としてともにH本P部のアラ^ —卜を 

拟^1している 1988平までは^"胡 
方‘曲隊祀当空域だけでj;H[200n 1 

以Lのスクランブルがあったが、冷戦終 

了後は、1989年が170Ini、199 

-2 H、2 〇 〇 .〇 T こ i 



飛行訓練に向けタキシングを開始するRF-4E,基本的に侦 
察航空隊のミッションは1または2機での運用がメインになる 

f: 
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EJ型に搭載されるLOROP (Long-range 
oblique photography/長距離斜め写真偵察ポ 
ッド)：他には2つの偵察ポッドが用意されている 

映像処理隊員によって、撮影されたモノクロフイルムが現 
像される 

RF-4Eのカメラ部をチェックするグランドクル 
機首のカメラ窓は6箇所にある 

グランドクルーの合図とともにエンジンスタートするRF4E上カメラしか搭載していないE型に比べ、EJ型は余剰となったF-4EJをそのまま偵 
察航空隊に配備したため、自衛のための兵装がそのまま残されている 

撮影されたフィルムをチェックする映像判読小隊員。偵察航 
空隊には「偵察情報処理隊」とし巧部隊が編成されている 

mmm 

を使 
3用 
p II 

_は 

r 86 
F F 

life 
の 

た力 
。メ 

R 
至 
つ 

て 
い 
る 〇 

偵察航空隊の主要装備品のひとつであるモノク 
口航空フィルム自動現像機„作業は実に迅速だ 偵察を主任務とする国内唯一の 

Mすると戦_機その 

ものだが武器は一切 
搭載しておらず、搭載 

されているのは侦察機 
材のみだ。偵察用カメ 

ラだけでも、前方偵察 
j;J、下向きの広範ilを 
低」，咼度、高々度から撮 

^するパノラミック、そ 
して側方から遠くを 

撮影出来る長距離側 
方用の4基が搭載可 

能で、さらにAN/AA 

D-5{赤外線ラィンス 

キヤナを装備し、R 

F-86時代には考えら 
れないほどの性能を備 

えた機体になっている。 

301飛行塚は航空，：m衛隊唯 し同機の老朽 後継機 
の偵察航空隊に所域する;[1行隊だ。種としてRF-4Eが選ばれ、1975 

■1j の歴€1は196 松^基地年までに14機が導入され、同時に第 
で編成され、翌62年に人問基地へと501飛行隊はホームべースを人間基 

移動したところから始まる。当時の地から百里基地へと移動し、現在に 

90年以降はF - 4EJの侦察機改造 
型、RF-4EJの導入が始まり、搭載 

装備の近代化も進められている。R 

F-4EJは胴体ドに3種類の偵察ボ 
ヴ 广 Ac•戦術偵察、LOROP•長 

距離斜め写K侦察、TACER■戦術 
電r偵察)のひとつを装備している。 

本来600ガロンの燃料タンクが裝備 
されるところにこれらのポッドが付く 

ので、E型に比べて航続距離は短いが、 
バルヵン砲やミサィル運用能力をもっ 

ているので、自衛の而ではE-IJをhpl 

つていると言えよう。 
偵察航空隊は第204、305飛行 

隊のように第7航空団隸下にはな 

く、航空総隊(司令部.府中基地)商 
轄の部隊だ。活動範囲も首都！：に限 

定されることなく全：一に及ぶ。HJ在、 

5 0—飛行隊は、佐藤，H一 • (2 

佐)隊Mのもと、戦術1!察を中心に 
活動しているが、その他にも地震など 

による被害状況の調布、火山唢火の 
調夼等にも大きく贡献、近年の主だ 

った実紹には、阪神•淡路大麓災、雲 
仙■普賢岳の土:■流災寄などが記憶 

に新しい。また、他街庁、*:z治体な 

どからの贾請にH:づく航空〔与ffハ撮影 
も奧施している。 

部隊マークにはおなじみのウッドぺッ 
ヵーが使用されているが、実際のもの 

とは髮型が違っているそうだ。 
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UH-60Jとペアを組みミッションを行うU-125A。救難ヘリより先に離陸し、その高 
速性能を生かじT遭難者の捜索をすばやく行う 

ランウェイ21から離陸するU-125A,本来ビジネスジェットとして開発されたBAel 25-800 
をベースに救難機仕様に改修されたもの、百里救難隊には2機が配備されている 

百里救難隊のUH-60Jがエンジンスタートする。最新銳の救難ヘリだ 

救雖隊は事故航空機からの搭乗員救出や災害派遣における民生協力を主任務とじTいる 

-.二..— し,.:： 

鹏:. 

*cI[jL地といえば戦UU機部隊と们 

察航空隊が有名だが、その他に活躍 
する部隊もちょつと紹介したい。 

西里救雛隊は、航空支援m団隸下 
の航空救*^j(ft令部.人問基地)に 

所厲する部隊で、第7航’Hとは独 

kした別組織だ。事故機からの搭难 
l救出、災害派造における：^L協力 

を、.卜仟務としおh 
% 人 邵へリコブタ 

UH_60^""一力3 ^**^915a 



:百目莊地.こついては、バンタイビジュアルから発売中のビデオ&DVD「NEW A旧BASE SERIES^AIR BASE HYAKURI航空自衛隊百里基地」でも詳しく紹介されているそ1 (問い合わせTEL03-5828-7582 

第401基地防空隊によってVADS 
(M167A1バルカン砲防空システ 
ム)の発射訓練を行う。空砲射擊 
訓練といえども凄い迫力だ 

•.•ハ 

名の通り恶地を守る部隙である_ 

空作戦における要擊戰閊機やペトリ 
オット•ミサィル網をかいくぐってlf人 

する敵航空機から、骢地の戦力、機 
能を守るのが1:仟務だ。装備は钳S 

AM、携SAM.VADSの3種で構成 

され、ここに列記した順序は、実際の 
ミッションにおいてEH標に対する対処 

里躲地の航空管制を1Q 

する西H赞制隊も航空支援集jj 

隸Fの航空保安管制群(本部. 

听厲する部隊で第7 

が2機、配備されている- 

一方、第401基地防空隊は、その 
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2月9日ブルーインパルス訓練再開峰8月26日展示飛行再開 
2000年7月4日の事故以来7ヶ月間、 

活動を停止していたブルーイン/ Vルス。 

ファンたちが早期の飛行再開を祈りつ 

つ明けた2001年だった。年が明けて1ヶ 

月が過ぎた2月9日、ついにブルーイン 

パ/レスは飛行訓練を開始した。この日は 

基地上空を一周して着陸するにとどまつ 

たが、その後、3月12日にワンタイムアク 

口を開始、4月に入ってフィールドァクロ 

訓練に入り、順調に飛行訓練を重ね、8 

月26日のホー/vベース•松島基地航空 

祭では記念すべき再デビューを果たし 

た0 

,.v,.+.. 

、■'■■:_ flNHP 8月26日の松島基地航空祭で飛行展示 
再開を果たしたブルーインパルス。あい 
にくの天気で、午前はランナップのみ、 
午後は展示飛行の一部を披露して着陸 
となったが、大勢のファンがブルー復活 
を喜んだ(写真/鈴崎利治> 
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F-2が配備された第3飛行隊は掩体（シエルター）運用のため、エプロン地区でF-2を見る機会は少ない（写辟/伊藤久巳 
■ 

3月27日 
F-2第3飛行| 
航空自衛隊の支援戦圃機Mの後継 同27日、ついにF-1飛行陬か〇卜am 

機としてt設計開始から12年の歳月をか 賺へと生まれ変わるべく編成完結式が 

けて開発、2000年10識|その1号機IT ^ 
_ 2001年3月 

まで『臨時F-2飛行隊jとして定数が配 
備されるのを待っていた第3飛行隊だ 
が、3月21日、18機目のMが配備され、 

行われた。三沢の部隊はこの時点で 
23年の歴史を閉じ、新支援戦_1機F-1の 
最初の部隊でもある新生「第3飛行隊」 
が誕生した。第3飛行隊には、その後も順 
次、Mの新造機が納入されている。 

;通暴7衫善讓 

■- ■ 

■fel. 

3月2ァ日の第3飛行隊編成 
完結式。写真は第3航空団 
飛行群司令阿部英彦1佐と 
第3飛行隊隊長伊藤㈣2 
佐、そして隊員たち 
(写真/伊藤久巳） 

, '許^^ 

'.■ntf 

!パ’一 

BhSIpU 

部隊マークはF-1時代からの鎧兜の 
武人が、ロービジで描かれている 

(写真/伊藤久已) 
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スペシャルマ 
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キンク 
ふだん目にする航空機の機体は、はっきりいって何か物足りない。見慣れているせいて 
あろうか、それとも地味な色だからであろうか。ゆえにときたま出現する特別塗装機、 
いわゆるスペシャルマーキング機はわれわれに強烈なインパクトを与える。 
ここでは2001年に登場した、豪華絢爛(!？)な自衛隊の 
スペシャルマーキング機(戦競塗装機を含む)をズラッとご紹介しちゃおう！ 

2001年早々、われわれのドキモを抜いたのが、隊の創設30周年を祝うべく登場した浜松救 
難隊のV-107バートル(544836)だった。全身を青で固めたその姿はスペシャルマーキング 

機版の「ベストドレツサ，貧」受賞間違いなしといったところだeこの機体、3月22日に行われ 
た浜松基地での式典に参加し、翌23日に小牧基地にフェリーされ退役した模様であるe 

-M vV- *パ.參.r Y ’Hf松 

「超」が付< ド派手な 
ハ—トルが登場！ 
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:::望編_ 

(Photo:数馬康裕) 

I海上自衛隊大村航空基地の第22航空群が今年で創設 
14周年を迎えた。5月13日に行われた開隊44周年記 
念行事では第22航空群に所属する第122航空隊の 
SH-60J (8208号機）のソノブイカバーに飛行隊の 
マークが記念に描かれたa 7月には同じマークと「14th 

AMN丨VEBSARY」の文字が同隊の8024号^^^ 

樺に入っているのが確認された。 

(Photo:榻口覚） 

(Pboto:鈴崎利治） 

海上自衛隊下総航空基地でおこなわれた「下総スカイ 
フェスタ」では全国のP-3C部隊が集結。訪れた人々を 
喜ばせた。中でも地元、第203教育航空隊のMCの機 
首左側にはイルカの絵と海上自衛隊のホームページア 
ドレスが記入され注目を集めた。 

督 

_ 

毎年4月に行われる陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦分校の 
航空祭に、今年もシャークマウス付きのAH-1Sが登場し 
た。今年はテイルブームに雷光も入ったバージョンで 
あった。 



m 
Wコ 

f ^ 一 

m 

— 
•，7 

m 

■了.茂「■_ぎ1:?;争…ボハ，. 7* ：" 

3S-5884 

今年3月、芦屋基地での運用が 
終了したT-1も現在では小牧基 
地の第5術科学校で運用する 
のみとなってしまい、B型のみ 
が飛行している。順次、飛行時 
間の切れた機体が退役してい 
るT-1Bの中で、7月に退役した 
864号機には垂直尾翼と機首 
に特別逢装が描き込まれた。こ 
の機体、7月13日には浜松基地 
にフェリーされ退役となり、 
IRANの部品取りに供された^ 

(Photo:鈴崎利治) 

T-3の特別逮装は防府の「特許」と思われたが、今年の静浜基地航空祭では2機のハデハ 
デT4が登場しデモフライトを行った。登場したうちの1機(91-5519)はアメ車も顔負けの 
ファイヤーパターンを全身にまとい、もう1機(01-5529)は機体左側に「SHIZUHAMA AIR 

FESTIVAL」の文字とかわいいヒヨコを、機体右側には「芙蓉」の文字を描き入れた。 
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306飛行 
mmm 

!l設20周年記念 

航空自衛隊小松基地のゴールデン•イーグルこと第306飛行隊は2001年 
に飛行隊創設20周年を迎えた。これを記念し、戦競塗装機に手を加えた 
特別塗装機が出現。機首にはイーグルヘッド、主翼上面にはファントムの 
シルエットをかたどった塗装が施され、9月の航空祭で一般公開される予 
定であったが、ご存知の通り航空祭は中止となり、11月18日の基地創設 
40周年記念行事を最後に塗装は落とされた。 

(Photo:中井俊治） 

(Photo:鈴崎利治) 

ここ10年、防府基地の航空 
祭名物といったらT-3のスぺ 
シャノレマーキング機であり、 
この存在が防府航空祭の名 
を知らしめているといっても 
過言ではない。そして2001年 
の航空祭でも1機のハデハ 
デMが登場した。今年は1機 
のみだったが、防府で教育さ 
れている学生を雛烏に見立 
てた丁寧なマーキングは評 
判が高かった。 
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今年の戦競を第203飛行隊とともに制し■ 
た小松基地の第303飛行隊。その強さとI 

共に目を弓Iいたのが「フランカー蓮装」とEf 

も呼ばれた戦競用の特別塗装であった。S 

それをベースにさらに手を加えv本来な& 3 

らば9月に行われるはずであった航空祭し 
に合わせて基地の創設40周年を祝う塗胃 
装をお披露目するはずだったが、同時多_ 

発テロの関係で航空祭は中止。いわば" 

幻"の特別塗装となったのがこのイーグ 
ルとT~4である11月18日に行われた記 

念行事(非公開)ではかろうじて地上展疆 

示されたが、デモフラ仆はなU行事後、I 

塗装は落とされ元に戻ってしまった。 _ 
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アグレッサーこと飛行教導隊には今年AMRAAM改修機が4機配備された。配備されたのは 
抑83号機、#090号機、抑91号機、#092号機で、抑83号機は6月21日に配備されたことが確 
認されており、抑91号機は11月26日（写真左)、抑92号機(写真右)は11月29日に初飛行し 

''通 
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第203飛行隊との同点で 

優勝を勝ち取った、百里 
基地の第305飛行隊,機 
首両側に「武蔽」の文字と 
垂直尾翼に宮本武蔵の 
二刀流から2本の刀が大 
きく描かれたa 

「基地浏設參周年」「部隊參周尔」といった 
スペシャルマーキング機はそう出てこないが、ほぼ毎年現れるのが 

戦技競技会に参加するスペシャルマーキング機である。 
部隊の名誉をかけて戦うこの競技に臨むにあたり、 

部隊では趣向を凝らしたマーキングを施し、勝敗の行方とともに、 
われわれの目をくぎ付けにする。CCでは今年の戦競に 

登場した各部隊の代表的な機体を紹介しよう！ 

(Photo:中井俊治) 

'm ''人，/ 

今年の戦競で1番注目を集めたのが地元•第303飛行隊のM5であった。全身を包 
む、インド空軍のSU40MKIばりの迷彩塗装は近年まれにみる戦競逢装といえよう。 
ちなみに戦競後、832号機は機首にドラゴンヘッドの塗装を追加し基地創設40周年 
記念逢装機となった,また、同時に登場した同飛行隊のT«4特別塗装機の垂直尾翼に 

.■ .. -. ：：：''.^^^ r；'-：'- .,：：.；#：•.；- .....へ':...パ..‘.■ 

も同様の塗装が施された。 
V, V. "Vi, V.- -.V V - A- ば々,“'.:、'0.... - - . •- -V • - ，•• ， . • •， ： k , • 
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戦競の特別逮装の歴史を紐解くときに、かならずその名が出てくるのが第 

204飛行隊の「ワルキューレ」(女神)のノーズアートである。2001年の戦競 
'.- ■ ■ 

ではこのワルキューレが3年ぶりに復活、ファンを喜ばせた参加した織に 

1=■ユーレ復活はそれぞれ青、赤，緑色の機首左側にシリァス 
パ-ジョン、右棚にはそのデフオルメしたバ- 

疼:4 J 13 SL、- ム爭翁 f 、辦!*'私”:’く级翁奪部逆:が私を命我:iS、:: i#5 '', V' r^V ^: ^ ~^ 

も ジョンが描かれた。 
，:芨せ濟咬顏雰 
ね'鱗.ぐ“い：:- :しビ.•な二v:.為坎し 
巧n ⑹穿:^■..，一'，丫 ■■.'パ■.パ：■ ‘〜麵■ 

地元の第306飛行隊は電光が走る垂直尾翼 
を施した機体で参加。部隊では全部で姑iの 
特別蜜装機(916、926、940,962号機)を準 
備したが、962号機は々イナートラブルのた 
め戦競には不参加だった5962号機はその後 
の飛行隊20周年言&念筆装機となり、さらに派 
手な逢装を身にまとうことになった《 _ 
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―昨年に開催された戦競の優勝チーム、第304飛行隊も今回は惜しくも優臢を 
した。この部隊も第201飛行隊と同様、モノトーンのマーキングを描き入れた。垂 
■ ，■ ■'へ：： ， 暴，•>. f • ， • . :;VV^"- 1 各,v) :. • - ， • • , ；.：. • 

尾寅にはグレイのフィンバンドとホームベースである築城基地の空港コードRJI 

から取ったFZの文字をシャド_付き記入し、米空軍のF-15風となった。 

第203飛行隊の僚：第201飛行隊は 
地味めにマーキングを描き入れた機 
体で参加した^左インテイクのカラー 
マー クと、 垂直尾翼と機首には201を 
かたどったマーキングか入ったちよつ 
と地味目な塗装だった。 

今年のR部門、F-15カテゴリーは第203飛行嫌、第306 略 
飛行隊の同点優勝で幕を閉じたQ千歲基地の第203飛 ^ sん 
行隊は昨年、特別塗装を施して参加するとのウワサがあったが 

今年は参加部隊の中で唯ーノーマル塗装で参加した^そのノーマルさがかえって凄みを感じさせた 
3年ぶりの優勝となつた沖縄の第302飛行隊。フアントムによく似合 
うシャークティースを機首に、インテイクべーンにはアグレッサ— 

を意味するドクロを葬るイラストを描き入れた。また、尾翼にはおな 
じみ「爆醐」の文字と、二iーパージョン「一番星」も登場した。 

こちらもシャークマウスの 

第302飛行嫌との一騎打ちで惜しくも優勝を逃した第301飛行隊もシャークマ 
ウスの機体を参加させた。インテイクべーンにはビクトリーの1V」と部隊マーク 

にはプラス白11星が2つ記入された， のカエルをもじつたマーキングが、 
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2001年は、やけに気象観測絡みのフラ 
イトが多く、海外からプロテウス、DC-8、 
EC-130Q.UV-18A.キングエア、キャン 
ベラといった機体が飛来した。いっぽう、 
海外からのVIP機の飛来は、それほと多く 
なかった2000^とは違って、サミットなど 

の国際イベントがなかったこともあるし、 
10月に予定されていたアメリカ大統領の 
来日もキャンセルになってしまったe 

編集部にはFEVER宛ての投稿写真 
が毎日届ぐそれら多数の投稿写真の中 
で、編集部のスタッフが「おお一1」っと 
驚きの喚声を上げる写真が、月に1〜5 

枚くらいあるのではないだろうか。あらゆ 
る航空機の写真に埋もれながら作業を 
進めている編集部のメンバーですら、 

^ し Ai" i a 1 巧；,JU: パ,。*.: > 

「すっげ一1」と驚くよ 
うな写真だ。FEVER 

ベスト10として、ここ 

で掲載するのは、ま|gS11? t< 

さにそんな機体の写 
真である。「こんな航 I 

空機が飛来するよ」 ^ 

という事前情報があ 
れば心の準備も整う 
が、読者から突然、予想もしない航空機 
の写真が編集部に届くと、やはりビックリ 
してしまうものなのだ。 
なお、このページでは、1年間の各号 

フイ_バ_に掲載した写真とは、できる 

限り別のカットを使用した。 
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MH-47E特殊戦 
ヘリ プタ 

  

沖縄で不時 
《2002年1月号FEVERで掲載》 

9月11日に発生した同時多発テロ以後、毎日、アメリカ軍の対アフガニス 
タン作戦の情報収集をしていたが、そんな中、予期せぬニュースが飛び込 

んできたノ冲縄でMH47E特殊作戦へリコプターが不時着したというのた、 
米軍特殊部隊の活動に注百が集まっていた矢先のことである。MH47Eは 
日本の基地には配備されていない機種だU在韓米陸軍のへリコプターが 

沖縄に展開して訓練を実施することは、過去ほとんど例がないため，第一報 
が入ったときには「まさか…」という感じだっ^不時着の翌日には、琉球新 

報のウェブサイトに機体の写真が掲載され、間違いなく米陸軍のMH47Eで 
あることを確認した,M1+47Eが日本で見られたのは、今回が初めてだ^事前 
情報なしに、突然日本に姿を現した飛来機としては、この1年でもっとも驚い 
た機体だと言ってよい6 

(写真は10月12日沖縄県国頭村、金城清敏撮影/USArmy MH-47E 
160SOAR 92-0472) 

構成/坪田敦史 

讎變 

. 

なんとも言えぬ異様な2< 
デザインの飛行 
プロテウスがやつてきた 

2001フザーバ 
BEST 10 

* 号FEVERで掲載 
世の中にこんな飛行機が存在していたこと自体、ほとんどの人は知らなかっただろう。そういう 
意味では地味とも言えるか、ひと目見たときのインパクトといったら、これ以上の機体はないまさ 
に怪烏である,,この1年、珍しい航空機はこのほかにもたくさん飛来したか、プaテウスをベスト1に 
選んだ理由は、①世界に1機しかない飛行機であること、②今後日本に来日する可能性がきわめ 

て低いこと、③異様な形状の飛行機であること、④嘉手納、那覇、横田の3ヶ所で見られ撮影の粂 
件が良かったこと、などがあげられ象3月6日嘉手納基地に飛来、3月12日那覇基地にダイバート 
で飛来, 3月16日横田基地に飛来、3月18日離日した，2001年6月号29ページにも鬨連記事を掲戴 
(写真は3月10日嘉手納基地、細渕達也撮影/Scaled Composites, LLC PROTEUS N281PR) 

成田空港に降り立った 
元イギリス軍のキャンベラB_ 
《2001年12月号FEVERで掲載》 
イギリスが作った独特な航空機が日本で見られるチャンスは、滅多にあるものではないだ 

ろケ機齢50年近くになる古めかしい元軍用ジェット機が、成田空港に飛来した。イングリッ 
シュ_エレクトリック•キャンベラB.6であるw高高度科学データ収集機として、太平洋地域の 
気象観測ミッションの最中、日本に立ち寄ったものだ。アメリカ民間籟ではある紙イギリス 
軍をリタイヤして間もない機体で、マーキングもほとんど当時のまま。優れた高高度飛行性 
能を生かして飛び続けている，まさに、大物飛来機であった。 
(写真は9月16日成田空港、海谷久利撮影/Air Platform^ inc. Canberra B.6 N40UP) 

2001フイーバ-^ 
BEST 10 y 

46 



2001フイーバ 
BEST 10 

不《2001年5月号戸£\/£闩で掲載》^■pr 
オーストラリア空軍機の飛来は、横田基地や羽田空港などで 

多く実績があるが、航空自衛隊基地に親善訪問の目的でやってきたのは、珍しい出来 
事だった，しかも、ハ_キュリ~ズの最新型であり、胴体の長い0130J-30の、堂々初 
飛来となった,2月5日グアムから入間基地に到着、2月8日小牧基地へ移動U 2月9日 
離日した& 2001年4月号15ぺージにも関連記事を掲載。 
(写真は2月5日入間基地、坪田敦史撮影/RAAF C-130J-30 86WG/37sqn A97-467) 

Ira 
/ j 4 > Mffil Hr ； d ； 

に」. 

フイーバ レーダーハリア_が日本初展圃 
《2001年10月号FEVERで掲載》 
機首にレーダーを搭載した新型のハリアー、AV-8B Plus(通称レーダーハリアー)が日 
本に初めて展開することになった,AV-8B Plusは1992年に初飛行して以来、徐々に 
VMA部隊に配備が進められてきたが、やっと日本でも見られるようになったわけだ,待 
ち通しかった部隊はHMM_265(Rein》を構成するVMA-311の分遣隊(6機)で、WL51- 

54かAV-8B Plus、WL«55,56がAV>8B(NA>となっている。岩国基地に到着したのは2001年7月15 
日のことで、11月下旬現在も展開中。 
(写真は7月20日岩国基地、島隆撮影/USMC Aい8B Ptus VMA-311Wレ51b/n.165417?) 

蒙. 

J愈 
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《2001年7月号FEVERで掲載》 
3月下旬から5月上旬までの間、岩国基地に展開して気象観測ミッション 

を行った航空機がいた,ホワイトと濃いブルーのカラーリングをまとった、国 
立大気研究所(NCAR)のEO130Qである,こんな綺麗なハ_キュリ~ズ見たことがないD偶然スケ 
ジュールが重なっただけと思われるが、5月5日に行われた岩国基地フレンドシップ■テしにも展示 
されて、ちょっとした話題になった&なお、同時に岩国基地に展開してミッションを実施していたUV- 
18Aも珍機ではあるが、ド派手なハーキュリーズほどインパクトは強くなかったので、ベスト10から 
は外れてしまった。 
(写真は4月2日岩国基地、梶山隆一撮影/NCAR EC-130Q N130AR) 

i 

軍用機としてはパッとしない機体かもしれないが、VIP機ファンにとっては、今年日本に飛来した 
VIP機の中で珍しさ1〜2位を争うほどの機体がコkスウェーデン空軍のガルフストリームIV-SP 
(Tp102A)だ。これまでスウェーデンのVIPは、たいていスカンジナビア航空(SAS)の定期便などを 
利用して来日していたため、空軍機の飛来は意外であった。機体のカラーリングはガルフストリー 
ム社の面影を残した民間ライクな塗装であるが,スウェーデン空軍のタイトルや国籍マークがしっ 
かり記入されているので、軍用機だということはすぐに分かる&スウェーデン環境相の乗機として、 
4月9日羽田空港に飛来した。 
(写真は4月10日羽田空港、海谷久利撮影/Swedish AF Tpl02A F16M 102004/024) 

BBS で目撃され始めたS»W0K(SH- 
604改)のt号機は、赤/白の塗 
装だった-試験機と(Aうことで、 
それはビックリするほどのこと 
ではなかったが、2001年9月25 
日に初飛行した2号機は、従来のSH_ 
60Jのカラーリングとは異なる薄い 
グレーのロービジ塗装になっていた 
のだ。これは、驚きである。この塗装 
が制式採用になれば、ホワイトを基 
調とした海上自衛隊機のイメージが 
変わることになりそうだa 
(写真は9月25日名古屋空港、太田潔 
撮影/MITSUBISHI SH-60K 8402) 

《2001年12月号FEVERで掲載》 

EVERで掲載》 
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Kajigf 《2001年11月号FEVERで掲載》 
機首に偵察システムを搭載したホ-ネットが初めて日本 

に飛来した米海兵隊のVMFA<AW)_224所属F7A-18D 
(ATARS)である。7月下旬から嘉手納基地に姿を見せ、その後、普天間基地 
に展開.岩国基地や厚木基地などにも飛来したa11月上旬、VMFA(AW)- 
224はアフガニスタン方面に展開しているという情報もある,ATARSは、こ 
れからは一部のF/A-18Dでは標準仕様となる紙このようなホーネットの存 
在を知らなかった人も多Cもの珍しかったのではないだろうか 
(写真は8月24日嘉手納基地、久場悟撮影/USW1C F/A-18D(ATARS) 
VMFA(AW)-224 WK-09 b/n,164729) 

2001フトパー 

アンゴラの政府専用機、 
ナナマルが来た 

BEST 10 

第10位 
1 

《2001年4月号FEVERで掲載） 
ベスト10に入れておきたい機体の選定は、実に迷うところだ。ベスト9まで 

選んだあと残った数枚の候補の中から選ばれたのは、羽田空港に飛来した 
アンゴラ政府のボーイング707の写真である。ナナマルというクラシカルな 
飛行機は、密かな人気がある。また、アンゴラからのViPなど滅多に来ること 
がないだけに、2001年の珍飛来機として記憶しておくことは重要だ。 
(写真は1月29日羽田空港、橋本裕明撮影/REPUBLCA DE ANGOLA 
B.707-3J6B D2-TPR) 
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《2001年4月号FEVERで掲載/撮影丸山大介》 

地上から撮影した 
巡航中の空中給油シーン 

2001年1月4日、福岡上空を巡航飛行するアメリカ空軍のKO10A空中給油機とF-16 
戦闘機、6機を地上から撮影した：なんと！空中給油を行っている（タンキング}シーンだ0 
4月号の記事中では在韓米軍機の可能性が高いと書いたが、その後の調べで、三沢基 
地(35FW)のF-16が中東に展開するために移動中だったもようだ。丸山さんによると、偶 
然目擊して、すぐに撮影したとのことKO10AとF-16のシルIットがはっきり分かる画像 
で撮影できた点がすごい。 

2001年9月号FEVERで掲載 
撮影久場悟》 メリカ軍の 

真っ白t 
ボーイング757 

2001年6月14日、嘉手納基地に飛来したアメリカ軍の国籍 
マークを付けた真っ白いボーイング757。この機体について 
の情報は、その後も調べを進めているが,まだはっきりしたこ 
とは分かっていない3最近は、対アフガニスタン作戦の絡み 
で中央アジア方面にフライトを行っていることが確認されて 
いる。米空軍EC-137の後継機という説がもっとも有力だが、 
それを裏付ける証拠はないただ白いだけと言われればそれ 
までかもしれないが、やっぱりこの機体、怪しいのだ， 
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fci ： 2001年6月1日夜、関西空港に駐機するベネズエラ空軍のボーイング737- 
Mb、 2N1Advanced(FAVOOOI). 1976年製造の737-200で、以後ずっとベネズエ 

1ラ空軍で使われているベテラン機だベネズエラ空軍ではVIP機として使用 
しており/東南アジアを訪問していた大統領の乗機だったようで、給油のため 

llgflr き、関西に立ち寄った,所属部隊は第4輸送航空団第41飛行隊機体の製造番号 
は21167。 

一— Venezuelan AF(FAV) B,737-2N1fA) GAT4/Esc410001(写真：エツクス） 

2001年に 
日本の飛行場に 
飛来した海外の 
軍用機•政府専用機• 
M^Pi 
(1月〜10月） 
*飛来地に示した日付は、原則として到着し 
た日を記したが、到着日が不明な機体につ 
いては滞在が確認された日を記してある。 
*掲載号のr JW01/04 Jは2001年4月号の 
意味。 

B.707胃3J6B 

KC-137 

B.777-2AN(ER) 

A310-304 

B.727-281 

Falcon900 _ 

A310-222 

Gulf st ream tV _ 

A319-133CJ 

C-130J-30 
GulfstreamlV _ 

Tpl02A 
CH-124 A 
B.727-2N6(A) 

Tu-154M 
A320-232 _ 

GuIfstreamV 

B.737-2N1 (A) 

BD700-1A10 

B_757-225_ 

FalcondOO 
A330-341 

AS565MA 
A340-211 

アンゴラ政府 
ブラジル空軍_ _ 

サウジオジェール社 
モンゴル航空 
モンゴル航空 
ユーゴスラビア政府 
ベルギ~空軍 
アイルランド軍航空隊 
イタリア空軍 
オーストラリア空軍 
マレーシア政府_ 

スウデン空軍 
カナダ国防軍 
ナイジェリア政府 
タジキスタン航空 
カタール*エー»ミリ■フライト 
クウェ—卜政府 

ベネズエラ空軍 
マレーシア空軍 
メキシコ空軍 
南アフリカ空軍 
ガル_ダ•インドネシア航空 
フランス海軍 

カタールエイミリフライト 

D2-TPR 
2404 

VP-BRH 
F-OHPT 

JU-1037 

YU-BNA 

CA-Q2 

251 
MM62174 

A97-467 
9M-ABC 
102004 

12428 

5N-FGN 

EY-85651 

A7-AAG 

9K-AJE 
FAV0001 

M48-01 
TP_01 

ZS-NAN 
PK-GPG 
486 
A7-HHK 

羽田空港(1/28) 

名古屋空港(1パ1>_ 
羽田空港(2/5> 

羽田空港(2/13)往路 
名古屋空港(2/18)復路_ 

羽田空港(2/5) 

羽田空港{2/22} 

成田空港 <3/10) 

羽田空港(3/16) _ 

入間基地(2/5>、小牧基地(2/抑 
名古屋空港(4/7) 
羽田空港(4/10) 

名古屋港(4/18)、横須賀港、厚木基地 
羽田空港(5/21> 

羽田空港(5/17} 

青森空港(5/13> 

胥赛空港(5/14> 

関西空港(6/1> 

新潟空港¢672) 

羽田空港 
羽田空港(10/1) 

羽田空港(9/29) 
東京港(10パ6} 

羽田空港H0/23)、関西空港<1〇/21> 

JW01/04 _ 

JW01704 

JW01/05 

JW01/05 

掲載なし 
JW01/05 

JW01/05 
掲載なし（このぺージ参照) 

掲載なし 
JW01/05 

掲載なし 
JW01/07 

4W01/07 

JW01/08 

JW01/08 

JW01/09 

JW01/09 

掲載なし（このページ參照) 

掲載なし（このページ参照) 

JW01/09 

JW01/12 

JW01/12 

JW02/01 

揭載なし 

2001年6月2日、新潟空港に飛来したマレーシア空軍の 
BD70CMA10グローバルエクスプレス(M48>01 マレーシ 
ア空軍がVIP機として新しく導入した機体で、所属部隊はス 
/、ン基地(旧クアラルンプール国際空港)の第2飛行隊99 
年11月頃にデリバリーされたばかりの新造機だ,マレーシア 
の王室関係者がサッカーのコンフェデレーションズカップ 
の観戦に訪れたもの， 
Royal Malaysian AF BD700-1A10 2sqn. M48-01 
(写真:五十嵐栄二） 
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航空機が日本のどこかの空港に飛来しても、 
読者からの投稿があるわけではない。 

がなかった珍しい機体も、 
0か確認されている。 , 

では'タイムリ—にFEVER!に 
できなかったVIP機3機の写真を 

ることができたので' 
として掲載しておfと思う 

篆-::1 

琴 
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海上自衛膝の次期艦載哨戒へリコフ 
ター、SI+60J改ことSH>60Kの試作第1号 
機が、8月8日、名古屋の三菱重工小牧南 
工場でロールアウトしたn SH-60Kは、現 
在、全国の海上自衛隊で約80機が活躍し 
ている艦載ヘリコプターSI+60Jをべース 
に、対潜戦、対水上戦間能力、警戒監視能 
力、多用途性、安全性などすベての向上 
を目標に開発された哨戒ヘリで，今後、小 

牧飛行場をベースに各種運用試験を実 
施した後、2002年7月に自衛隊へ納入さ 
れる予定だ。 

していたこの機体を、もう見ること 
はない（写真/柿谷哲也） 

空自パイロット 
3000人の育ての親 

■ 



2001年陸海空自衛隊ミリタリ 

2月 

3月 

4月 

6日〜/陸海空自衛隊「飛行始め」開始 

6日/防衛庁調達本部閉鎖 
1日/戦後初の国産ジェット練習機T-1A退役.福 

岡県芦屋基地第13飛行教育団にてラスト 

フライト 

2日/海上自衛隊、韓国海軍と関東南方海域に 

て親善訓練 

5日/陸自の「インド国際緊急援助物資隊丄空自 

の「インド国際緊急援助空輸隊」インドに向 

け出発 

5日〜/海上自衛隊と米海軍、周防灘で掃海特別 

訓練を実施。〜17日 

9日/ブルーインハつレス、約7力月ぶりに飛行訓 

練再開。 
14日/ ロシア空軍機TU-22Mバックファイアなど4 

機が北海道礼文島北方の領海上空で領空 

侵犯 
14日/千葉県市原市の館山自動車道姉崎袖ヶ浦 

インターチェンジ付近で睦自第4対戦車へ 

リ隊所属のAH-1SとOH^6Dが空中接触、乗 

員2名が死亡 

14日/海自の護衛艦「あまぎり」、インドで行われ 

た国際観艦式に参加、親善訓練を実施 

17日/陸自、国連平和維持活動(PKO)第11次隊 

賺員全員が中東•ゴラン高原入り 

23日/川崎重工、OP-3C初号機を海上自衛隊に 
納入、海自岩国航空基地第51航空隊に配備 

23日〜/海自、平成12年度外洋練習航海を実施。 

~3月29日 

1日/自衛隊の船舶検査法施行 

1日/防衛庁技術研究本部が「次期固定翼哨戒 

機および次期輸送機開発準備室」を発足 

5日/海自、岩国航空基地の第8航空隊解隊 

5日/海自、岩国航空基地に新しいP-3Cの航空 

隊「第91航空隊」発足 
6日/海自最後の救難型S-61が退役 

10日/陸自明野駐屯地航空学校教育支援飛行隊 

創立24周年記念行事 

12日/ブルーインパルス、Tクロフライト訓練を開 

始 
14日/空自第3飛行隊のF-1ラストフライト 

16日/空自秋田救難隊にMU-2の後継機としてU- 

125が配備、記念式典実施 

17日/空自第22飛行隊解隊記念行事 

21日/空自第201飛行隊創隊15周年記念行事 

21日/海自、海上保安庁の合同捜索訓練を静岡 

県沖の遠州灘で実施 

24日/海自舞鶴飛行場運用開始 

27日/陸自相馬原駐屯地で陸自初の空中機動旅 

団、第12旅団の編成完結式実施、相馬原飛 

行場運用開始 

27日/空自第3飛行隊F-2編成完結式 

27日/空自第22飛行隊解隊 

27日/陸自明野駐屯地に陸自初の航空実験隊が 

発足 
27日/空自統幕議長に竹河内捷次空将、航空幕 

僚長に遠竹郁夫空将が就任 
27日/海上幕僚長に石川亨海将が就任 

27日/自衛隊に初の女性将官誕生(総括診療幹 

事に就任した佐伯光海将補） 

11日/池海道礼文島西方と青森県久六島西方の 

日本海上空でロシア軍機が2度にわたり領 

空侵犯 

5月 

6月 

7月 

8月 

16日/空自第2航空団、無事故飛行時間10万時間 

を達成 

23日〜度自と在日米軍による日米共同訓練を沖 

縄本島の訓練空域で実施。〜27日 

26日/小泉内閣発足に伴い、第64代防衛庁長官 

に中谷元氏が就任 

16日/海自の護衛艦部隊などが平成13年度米国 

派遣訓練に参加。 
1617日/福岡匾八女郡星野村で山林火災が発 

生、陸自第4師団、空自西部航空方面隊が 

消火活動のため出動 
19日/滋賀県蒲生郡で山林火災が発生、陸自第3 

戦車大隊のヘリが消火活動のため出動 

21日〜/航空自衛隊、平成13年度戦技競技会実 

施〜29日 

1日/海自の潜水艦「なだしお」が退役 

3日/陸自、第6師団が宮城県王城時原演習場に 

て東北方面隊総合戦閫射擊訓練を実施、 

一般公開 

11日〜/空自の第2航空団と警戒航空隊がグアム 

で日米共同訓練「コープノース2001」に参 

加。〜22日 

11日〜/海自の播海母艦「ぶんご」が、15力国の 

海軍が参加する「第1回西太平洋掃海訓 

練」に参カロ。~22日 
25日/北海道島松射爆撃場上空で訓練中の第 

302飛行隊のF-4EJ改が20mm機関砲の 

訓練弾を誤射 

27日/海自、航空施設膝を廃止U八戸航空基地 

に機動施設隊を新編3 

3007空自小松基地第6航空団第306飛行隊が 

創立20周年行事を実施 

6日/防衛庁の「市ヶ谷台ツアー」見学者が5万 

人を達成 

16日/空自、米空軍主催の演習「コープサンダー」 

に参加。〜27日 

17_18日/東京との総合防災指揮所訓練(CPX) 

「ビッグレスキュー東京2001■首都を救え-」 

に陸海空自衛隊が参加 

26日/海自、平成10年度計画で建造されていた 

4600トン型護衛艦「たかなみ」の命名•進水 

式を実施 

23日/海自、対潜水艦訓練の習熟のため、九州南 
方海域で，米海軍と共同での対潜特別訓 

練(ASWEX)を実施 

31日〜/空自の第6航空団•第7航空団•中部航空 

蓍戒管制団が米海軍第5空母航空団と共 

同訓練を実施。〜8月10日 

80/三菱重工が小牧南工場で、哨戒へリコプ 
夕~(艦載型)sh^boj改(SH^eoK) _試作i号 
機の口ールアウト式典を実施 

20日/海自の潜水艦救難艦「ちはゃ丄ハワイで沈 

没した実習船「えひめ丸」の船内捜索のた 

めハワイ*オアフ島到着 

25日/大地震を想定し、国会議事堂前で陸自の 

AS332L、UH-1の離着陸訓練実施。内閣官 

房、警察庁、防梅f庁などが約30人参加 

26日/空自、松島基地航空祭でブルーインパルス 
が4機でアクロフライトを再開 

26日/海自、第71航空隊US-1A、第6航空隊P-3C 

が行方不明だった漁船「繁栄丸」の乗組員 

を救助 
27日/防衛庁、陸上自衛隊の新しい戦闊ヘリコブ 

9月 

10月 

ターとしてボーイングAH名4D選定を発表 

31日/空自飛行開発実験団のF-2の機体パネル、 

安全ピンが洋上に落下 

31日*9月1日雁自、平成13年度富士総合火力演 

習を実施、一般公開。2日間で約6万人が見 
学 

1日/陸海空自衛隊、東京都の「平成13年度総合 

防災訓練•ビッグレスキュー」に参加 

7日/陸上自衛隊白河布引山演習場で第6師団 

特科連隊の155mm榴弾砲が着弾地点を 

6km越える誤射 

11日/米同時多発テロ発生 

12日/北海道占冠村の土砂崩れで第2師団第2飛 

行膝のOH»a UH_1が救援活動 

13日/空自の平成13年度高射部隊年次射擊を米 

ニューメキシコ州で実施 

13日/台風15号の影響で給水不可能になった沖 
縄県渡名喜島へ、陸自第1混成団第101飛 

行隊が人員、器材輸送を実施 

20日/三菱重工長崎造船所で平成10年度計画 

4600トン型護衛艦「おおなみ」の命名■進水 

式実施 
29日/小泉首相が陸自ヘリAS332Lで三宅島を 

視察 
1日/米海軍空母キティホーク、「不朽の自由作 

戦」に呼応し横須賀を出航 

4日/三菱重工神戸造船所で平成10年度計画 

2700トン型潜水艦「なるしお」の命名，進水 

式実施 
6日/アフガン難民への人道的な国際援助活動 

のため、空自小牧基地のC-130H 6機が出 

発 

19日/海自のUH»60J、硫黄島の噴火口偵察を実 

施。空自のU-4、海上気象庁支援のため人 

員輸送を実施 

20日/海自、関東南方海域で親善訪問中のフラ 

ンス海軍艦艇と親善訓練を実施 

31日/日立造船株式会社神奈川工場で平成11年 

度計画の掃海艇「いずしま」の命名-進水式 

実施 

9日/情報収集のため護衛艦「くらま」「きりさめ」 

補給艦「はまな」なとがインド洋に至る海域 

への派遣のため出港 

14日〜/5毎a砕氷艦「しらせ」による第43次南極地 

域観測協力を実施、東京出発。〜4月13日。 

12日〜雁自、北海道大演習場、真駒内駐屯地、東 

千歳駐屯地で平成13年度米海兵隊との実 

働訓練を実施。〜26日 

19日〜/海自、日向灘で米海軍と掃海特別訓練を 

実施。〜30日。 

25日/対テロ対策特措法に基づき、初の海外派遣 

部隊として護衛艦「さわぎり」掃海母艦「うら 

が」補給艦「とわだ」が出港 

26日/次期固定翼哨戒機(PX)と次期輸送機(CX) 

の技術開発担当企業、主担当が川崎重工に 

2日/対テロ対策特措法に基づき、海自艦艇、イ 

ンド洋で米海軍艦艇への補給を開始 

3日〜/空自、日米共同訓竦を実施:空自の第6航 

空団と中部航空警戒管制団、米海軍第5空 

母航空団(CVW-5),〜7日 
3日/対テロ対策特措法に基づき、空小牧基 

地第1輸送航空隊が米軍協力支援活動とし 

てC-130の物品等輸送を開始 
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南西アシアの洋上を航行するUSSセオドア•ルーズべルト{CVN71}oCW\Mに所 
属する各機のほか、CHM6Eシーナイト、2機の姿が見える。12月6日配信の写真 
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12月2日、アフガニスタン、カンダハル近郊の展開地 
で整備を受ける米海兵隊のCH-53Eスーパースタリオ 
ン。カリフオルニア州キャンプ•ベンドルトンを本拠地 
とする第15海兵遠征部隊に所属する 

構成•文/坪田敦史 
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タリバンとテロ組織アルカイダ 

の掃討作戦「オペレ—シヨン土ン 
デュ—リング•フリ—ダムJは、-I 

月から2月にかけて、大きな進展 
が見られた。北部同盟と反タリバ 

ン勢力による"タリバン潰し"が 
予想以上に成果が上がり、米軍も 

次々に攻撃範囲を広げていつた。 
北部同盟と反タリバン勢力は、 

；：月2日にヘラ—卜を制圧、；：月 
〇日に首都カブ1ルを制圧0しの 

時点でタリバン政権は崩壊した 
といえる。米英軍は、ラマダンに 

入つてからも作戦を急ピッチで続 
行した。そして；：月5日、カンダ 

ハル近郊に米海兵隊を投入し、力 
ンダハルの南gマイルの飛行場を 

完全に制圧。アフガニスタン11内 
に大規模な前進基地の建設に成 

功した。基地の名称は「キャンプ. 
ライノ」。 

2月7日、タリバンがカンダハ 
ルを明け渡し、タリバン組織は事 

実上、崩壊した。その後、米軍の作 

戦は、オサマ•ビンラデインが潜ん 
でいると思われる洞くつ地帯、東 

部ジャララバ—ド近郊トラボラ地 
区へ集中している。アフガニスタン 

50 0 国内に展開する米軍部隊は総勢， 
2000人規模と思われる。 

なお、被災民救援のため-I月5日横須賀を 
出港した海上自衛隊の掃海母艦「ぅらが」は、 

51月2日、パキスタン南部のカラチに入港し 
た。その後2S3日間で物資を下ろし、-1日 

に帰国する予定だ。また、2月2日、在日米海 
軍司令部は、アフガニスタン攻撃に参加して 

いる空母キティホークが2月Q日ころ作戦海 
域を離れ'5日までに横須賀に戻る予定であ 

ると発表した。バトルグル—プの駆逐艦力— 
チスウイル、'—とフリゲI卜•ゲアリIも戻 

る。これは、同空母が特殊部隊の洋上展開基 
地としての機能を果たし終えたことに加え 

て、空母ジョンPステニスが作戦海域に入つ 

たためだろぅ。今月は、米軍が公表した写真 
を中心にリポートしよぅC {2月〇日まとめ) 
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11月29日のC-17Aのフラ 
イトで、アフガニスタン雜民 
に対する人道支援ミッシヨ 
ンによって、200万個の物品 
{HDR}を投下した。写真はド 
イツのラムシュタイン空軍 
基地で、投下物資を見せる 
C-1TAのロードマスタャ。 
バックの C-17A(96-0001) 
は第437空輸航空団の所 
属&HDR=Humanitarian 
Dairy Rations 
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m 
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科.:旬 

空母セオドア•ルーズベルト(CVN 71)の戰闘指揮所(CDC}で“不朽の自由1’作戦 
を支援する力降^12月3日配信の写真 

HMM-163(Rein)の 
CH-53E(YP-22)で 
展開地点に到着した 
第15海兵遠征部隊* 
第1海兵師団の兵士。 
場所は不明® P 

.....: 

MP' ••••_••■ ■ _ ， 
£1-•' 

躺あ:'し;) 

一:^'ァ，T.., ’ 

… ..........: 

空母力ールビンソンを 
発艦するVFA-22(NH- 
314}の F/A-18C ホー 
ネット。主翼下に1000ボ 
ンド誘導爆弾が搭載さ 
れている。11月17日配 
信の写真 

10月13日、5金襲揚 
陸艦ペリリューの 
艦上で米海兵隊の 
AH-1W に LAU-61 
□ケット弾ポッド.を 
搭載するメンテナ 
ンスクルー。19蓮 
装のボッドには実 
弾がぎっしり詰まつ 
ている 

Wi 

W 

次' 

•U 

空母セオドア•ルーズべルト艦上でデッキオペレーションを管理するフライトデッ 
キラー。11月14日配信の写真 

空母力ールビンソン艦上でオペレーシヨンを行う電子戰クルー。11月13日配信の 

南アフガニスタンに展開した米海兵隊*第15海兵遠征部隊。カリフォルニア州 
キャンプ，ペンドルトンを本拠地とする部隊だ。11月25日、アフガニスタン国内 
に前線基地を設けた 
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11月3日、アラビア海を航海中の強襲揚陸艦べ 
リリューを発鑑する米海兵隊•第15海兵遠征部 
隊のAV-8BハリアーE攻擊機(VMA-223)。主 
翼下に4発の500ポンド爆弾を搭載している 

空母セオドア*ルー 
ズベルト艦上で、通 
常爆弾を搭載する 
VMFA-251の FM- 
18Cホーネット。海兵 
隊のVMFA-251は、 
CVW-1に編入されて 
いる。11月12日配信 
の写真 

顏 

コブラが展開している。12月2日配信の写真 
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洋上を航行するルーズべルト空母機動部隊(CVBG)。写真右は空母ルーズべ 
ルト(CVN 71)、中央は高速戦闘支援艦サクラメント(AOE1)、左は巡洋艦べ 
ラ，ガルフ(CG 72) 

F/A-18とS-3でフライト 
デッキを埋め尽くした空 
母セオドアりレーズベル 
卜,11月14日配信の写真 

強襲揚陸艦パターンから作 
戦の拠点に展開した米海兵 
隊•第26海兵遠征部隊。米空 
軍のC-17Aによって必要な 
物資が輸送された。12月2日 
配信の写真 
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11月25日、第15海兵遠征部隊の大隊上陸チーム1/1のC 
中隊の兵士が南アフガニスタンの基地に陣地を築き、ア 
メリカの旗を最初に立てるシーン。撮影場所は明らかにさ 
れておらず、ここがキャンプ.ライノかどうかは確認できな 
い。このときから、“Operation Swift Freedom”が始まつ 
たとしている 
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1:2月2日、空母キティ 
ホークを発艦する 
VFA-192の F/A-18 
ホーネット戦闘攻繫機 
(NF302)。横須賀を母 
港とするキティホーク 
は、12月10日頃、作戦 
海域を離れ、帰路につ 
いた:::塵. 

アフガニスタンで 
のミッションを追え、 
ドイツのラムシユタ 
イン空軍基地に帰 
投中のC-17A。操 
縦士の前にヘッド 
アップディスプレイ 
が付き、スティック 
式の操縦桿を備え 
たコクピット。前方に 
はもう1機のC-17A 
が見える 
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インド洋上で、第28遠征航空団のB-1Bに空中給 
油を1丁う米空軍KC-10Aのブームオペレーター 

空母キティホークを発進するVFA-195のF/A-18Cホーネット 
(NF-407)。主翼下に2000ポンドの誘導爆弾が搭載されてい 
る。11月21日配信の写真 
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11月4日、タリバーンの目標に投下する爆弾にメッセージを 
く兵士。ussペリリューのハリアーnに搭載された爆弾3この 
機体は翌朝出撃した 

11月25日、横須賀港を出港した海上自衛隊の掃海母艦「うら 
が」（写真:柿谷哲也） 

I纖婦 .■:逆 

■M月21日、西太平洋/インド洋に5ヶ月派遣されていたUSSオブライエンが横須賀に戻ってきた（写真：柿谷哲也) 
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強襲揚陸艦で発進作業を進める米海兵 
隊のCH，46Eシーナイト。機首に全機ア 
イマークを記している。USSペリリユーの 
HMM-163(Rein)に所厲する機体 

対アフガニスタン軍事行動に参加するアメリカ海軍艦艇 
(2001年11月20日酿）_ 

◎ルーズベルト空母機動部隊（CVBG) 
空母USS Theodore Roosevelt (CVN 71 
潜水艦USS Hartford (SSN 768) 
潜水艦USS Springfield (SSN 761) 
巡洋艦USS Leyte Gulf (CG 55) 
巡洋艦USS Vella Gulf (CG 72) _ 
駆逐艦USS Ramage(DDG 61) 

-ベ-: 

的 

駆逐艦USS Ross(DDG 71 
駆逐艦USS Peterson (DD 969) 
駆逐艦USS Hayier(DDG 997) 
フリゲ仆USS Elrod (FFG55) 
強襲揚陸艦USS Bataan(LHD 5) _ 
ドック型揚陸艦USS Shreveport(LPD12) 
ドック型揚陸艦USS Whidbey Island (LSD 41 
高速戦闘支援艦USS Detroit (AOE 4} 

し^^i 

減 

◎力_ルビンソン空母機動部隊（CVBG) 
空母USS Carl Vinson{CVN 70) _ 
潜水艦USS Key West (SSN 722) _ 
潜水艦USS Olympia(SSN 717) _ 
巡洋艦USS Antietam (CG 54) _ 
巡洋艦USS Princeton (CG 59)_ 
駆逐艦USS OlKane(DDG 77) _ 
フリゲ仆USS Ingraham(FFG 81)_ 
強襲揚陸艦USS Peleliu(LHA 5) _ 
ドック型揚陸艦USS Comstock(LSD 45) 
ドック型揚陸艦USS Dubuque(LPD 8) ■V 

高速戦闘支援艦USS Sacramento (AOE1) 

◎エンタープライズ空母機動部隊(CVBG) 
11月10日ノーフォークに帰還 
空母USS Enterprise (CVN 65) _ 
潜水艦USS Providence (SSN 719) _ 
潜水艦USS Jacksonville (SSN 699) _ 
巡洋艦USS Philippine Sea{CG 58) _ 
巡洋艦USS Gettysburg (CG 64)_ 
駆逐艦USS McFauKDDG 74)__ 
駆逐艦USS Gonzalez(DDG 66)__^ 
駆逐艦USS Stout(DDG 55) __ 
駆逐艦USS Thorn (DD 988) __ 
駆逐艦USS Nicholson (DD 982)_ 
フリゲイトUSS Nicholas(FFG 47) 一_ 
高速戦闘支援艦USS Arctic (AOE 8) _ 
給油艦John Erickson (T AO194) _ 

◎ジョンC•ステニス空母機動部隊(CVBG) 
11月12日サンディエゴ出港 
(カールビンソンBGと交代予定)_ 
空母USS John C, Stennis(CVN 74) 
潜水艦USS Jefferson City (SSN 759) — 
潜水艦USS Salt Lake City (SSN 716) 

Mm _ .... 

....... 
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:..ノー' 

爲. . 《'…な 

譲^^*I 
，.，'麓:：: 

: 一.^ 

10月23日、USSベリリュー 
艦上で第15海兵遠征部 
隊(15th Marine Expedi¬ 
tionary Unit/Special 
Operation Capable)の 
兵士がフライトデッキで地 
上作戦のリハーサルを実 
施中。この部隊は翌日、パ 
キスタンの空港に移動し 
た 

カールビンソン機動部隊を 
編成する米海軍巡洋艦 
U S Sプリンストン（C G 
59)。物資をスリングしなが 
ら近くを飛行するのは高速 
戦闘支援艦USSサクラメ 
ントに搭載されているHO 
11 ’’Gunbearers”Det,9の 
CH-46D シーナイト（VR-65 
b/n.153406)。共にアラビ 
ア海で”不朽の自由”作戦 
に参加している 

巡洋艦USS Lake Champlain [CG 57)_ 
巡洋艦USS Port Royal (CG 73)_ 
駆逐艦 USS Decatur (DDG 73) 
駆逐艦USS Elliot(DD 967) 
駆逐艦USS Kinkaid (DD 965) _ 
フリゲイトUSS JarrettfFFG 33)_ 
フリゲィトUSS Ford (FFG 54) 
高速戦闘支援艦USS Bridge (AOE10)_ 
カナダ国防軍フリゲートHMCS Vancouver 

◎キティホーク空母機動部隊(CVBG) 
空母USS Kittv Hawk{CV 63) 
駆逐艦USS Curtis Wilbur(DDG 54)_ 
駆逐艦USS OlBrien(DD 975) 
フリゲイトUSS Gary (FFG 51} 

夜間、米空軍のC-17A輸送機が作戦地に展開。お 
そらく兵士は、蒈備の特殊部隊か海兵隊員だろう 
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今回から全10回でお届けする『軍用機撮影超.基礎講座カメラ 
を使いこなそうせ!』は、本誌でもおなじみの小栗義幸カメラマンが、 
機材の選び方からカメラに搭載されている機能について、また航空 
機を撮影するためにはどんな機能をどのように使ったらよいかを懇 
切丁寧にお届けする。第1回因はカメラの買い方についてだ！ 

他! 文/小栗義幸 

航空機写真を始めたばかりという読者の皆さんは、伊藤カメラマンの基礎 
講座で写真の腕前を上げたのではないだろうか^しかしそんな卒業生にも、 
これから「始めよう丄「始めたんだけどまだまだ写真がわからない」という新 
入生読者の方のためにも、今月から10回にわたって、写真の基礎の基礎、力 
メラシステムのことを航空写真を中心に解説していこう。どんな小さな疑問に 
も出来るだけお答えしていくので、ご質問、ご要望をどしどし寄せて欲しい。 
今回は機材についてふれてみよう。航空機写真を始めるためには必ず力 

メラが必要た。しかしカメラといっても、数え切れない種類がある。どんな力 
メラ、どんなレンズを購入したらいいだろうか。これからカメラを購入する方、 
じっくり読んで検討してほしい。 

tmmmmmmmmmmmMmmmammmammmmammmtmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtamm— 
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最初に買った 
カメラが、 

運命を決める。 
写真を始めるためにはカメラを買わなけ 

れば始まらない。まずカメラを買つて、写真 
を勉強しようと思うが、そこでちよつと待つ 

て欲しい。カメラを買つた時に、すでにあな 

性能にも満足がいかない。しかしこのカメラ 

のメ—力—はレンズバリエ—シヨンが少ない 

上、プロユ—スのカメラや高性能レンズを発 
売していなかつた。そこでやむなく所有して 

いたカメラとレンズを処分して、別のメ— 

力Iのカメラを購入することに…'.' 

最初のカメラを決めることは、まさにI 
大決心。よく考えて失敗のないよぅにした 

\ 〇 
fv 

Iたの〃その後の写真人生，が決まってしまつ 

メラ _ 
ているのだ 

写真を始める前で、まだカメラのことは 

わからないのは当たり前だ。高校や大学の 

受験のように「最初の決断がこんなに大切 

だったなんて」と後悔しないためにも、初め 

てのカメラはしつかり選ぼう。 

カメラを選ぶということは、カメラシステ 

ムすべてを決定するということ。つまりカメ 

ラのアクセサリ—(飾りではなく、カメラを 

システムアップしていく様々なパ—ツのこ 
と)、そしてレンズ、フラッシュといった撮影に 

欠かせない周辺機材すべてが、カメラと共に 

決まってしまう。もっと具体的に言えば、あな 

たがキヤノンのカメラを買つたとすると、ニコ 

ンのレンズは使えないし、ペンタックスのフ 
ラッシュも使えない、もちろんミノルタのモI 

夕—ドライブも使えないことになる。他社の 

製品は使えなくなってしまうのは当然だが、 

たとえ同じメ—力—の製品でも、カメラの種 

類によって周辺機器が違ってくる。 

実は著者もカメラ選びに失敗した苦い経 

験を持つている。初めて買ったカメラはマニュ 

アル専用機、と言っても当時は才—トフォー 
カスなんていうものはなく、AEが内蔵され 

ていない露出がマニュアル専用というカメラ。 

確かに写真の勉強には適していたが、腕前 
が上達するに伴いカメラに不満が出てき 

た。使うフイルムも高性能になり、レンズの 

向いている。 
写真にとつて最も重要なのはレンズといつ 

ても過言ではない。レンズの性能は画質に直 

接関係してくるからだ。とりわけ航空機写 

真は望遠レンズを多用するため、望遠レン 

ズの性能と、ラインナップがカメラメIカー 

選びのポイントになる。今は超望遠レンズ 

や高性能レンズが必要なくても、写真が上 

達するにつれ必ず欲しくなる。レンズの性能 

の話はまた別の機会にするとして、機材の 

ラインナップの豊富さを見ただけでも、メ — 

力—が絞り込めたのではないだろぅか。 

本題のカメラだが、高性能カメラは内蔵 

されているコンピユータの処理能力が高く、 
AF (才—トフォ—カス)のスピ—ドと正確さ 

は他を圧倒する。また測光方法も優れAE 

(自動露光)もかなり信頼できる。ファイン 
ダ—の見やすさやスイッチの位置といつた細 

かな部分も操作性を考慮した設計になつて 
いるし、様々なアクセサリーが用意されてい 

るので、どんな撮影状況にも対応できる。力 
メラは日々進歩しているので乱慕にいつてし 

まえば、より新しいカメラ、より上級なカメ 

ラが優れているのは当たり前だ。 

実はカメラとレンズの組み合わせによつ 

ても、性能が変わってしまう。もちろんカメ 

ラの違いが画質の違いとはならないが、レン 

ズのキヤパシティ—がカメラの性能を引き 
出せなかったり、カメラの処理能力がレンズ 

の機能を限定したりと複雑に絡み合う。そ 

のためカメラメーカーは自社以外(レンズだ 

けを販売しているメ —カー)のレンズの使用 

を薦めていないのだ。 

高性能カメラと普及カメラを比べるとそ 

の差は歴然としており、誰でも簡単に使え 

るカメラと、プロが極限の状況で使うカメラ 

が同じはずがない。普及カメラでは満足な 

写真が撮れないし、だからといって初めから 

高性能カメラを買っても宝の持ち腐れとな 
る 〇 ということでどのメ—カーからも中 

間のクラスのカメラを数種類出している。中 

級カメラでも十分な撮影が出来るので、ま 

ずはここから始めてみてはどうだろうか。 
もちろんより上級クラスの方が高性能だ 

が、そこは予算に応じて妥協するしかない。 

カメラ選びの 
ホィント 

_*一*11r*ri--ii**i*J#lac-»»-«li ■_ t#_ % ck* 

ではカメラの性能差はどこから来るのだ 

ろうか。二昔前のカメラといえば、露出もピ 

ントもマニュアルが当たり前だった。だからプ 

ロユ—スのカメラといっても、操作性が優れ 

ていたり、丈夫だったりするだけで、大きな 

性能差は見られなかった。そのためか普及力 

メラと差別化を図るために、少しばかりア 
クセサリ—が多かつたぐらいだ。 

しかし現在のカメラは露出やピントまで 

もが自動化され、誰でも簡単に、しかもプロ 

顔負けの写真が撮れる。もちろん航空機写 

真も同じことが当てはまり、いい機材を持っ 

ていれば誰でもすばらしい写真が撮れてし 

まう。その訳はカメラに内蔵されたコン 
ピュ—夕に秘密がある。長年積み上げてきた 
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今^の^オススメ商品! 
キヤノンEOS 7 
⑩メーカー希望小売価格(税別)93,000円（発売中) 

キヤノンの中級機として注目を集めてし\るのが、EOS 7。中級モデ 
ルながら上位機種なみの機能を持ち、シリーズ最速の視線入力を達 
成、ハイレスポンスな視線入力AFを可能にしている。 
※写真中のボディについているレンズは別売りです。 

キヤノンレンズEF400mm 
F4 DO IS USM 
メーカー希望小売価格(税別）770,000円 
(発売日:2001年12月中旬） 

航空機を撮影するなら、ぜひ持っておきたいのが400mmのレン 
ズである。キヤノンから出ていた従来の400mmレンズは、F2,8 

のものだと価格がチヨイと高めで重量もあり、またF5.6だと価格 
はこなれているが暴りの日などはもうひと絞り明るければ、という 
感じであった。12月中旬に発売予定の“EF400mm F4 DO IS 

USM”は、光学系の一部にキヤノン独自の「積層型回折光学素 
子」を採用した超望遠レンズ。従来の屈折光学素子のみで設計 

した同スペックのレンズと比べ、同等の高画質を維持しながら 
も、全長で約26%減、質量で約36%減の小型軽量化を実現して 
いる。このほか、シャッタースピード換算で約2段分の補正効果を 
発揮する手ブレ補正機構や、A Fストップ機能、防塵•防滴構造な 
ど、「超望遠LタイプISレンズシリーズjとほぼ同等の性能を備え 
ている。航空機ファンならばいつかは持ちたいレンズである 

上記の商品のお問い合わせは 

マップカメラ 
新宿1号店〒160-0023 
東京都新宿区西新宿1-12-5 TEL:03-3342-3381 
秋葉原店亍101-0021 
東京都千代田区外神田3-15-6 TEし:03_5295-6811 

URL:http://www_mapcamera-com 
※その他商品につきましては次ページをご覧ください。 

..•... - ； ；. - . 

_ 

I 

轉: 

« 
I 

a 

i 
a 
a 

：« 

m 

m 

m 

a 
耀 

1 

軍用機撮影 回機材選び 

賢いカメラの購入方法 
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プ□カメラマンのノウハウが、内蔵のコン 
ビユータにプログラムされ、ほとんどの場合 

(完璧ではない)すばらしい結果を出してく 

れる。露出に関してはカメラによつて癖や欠 
占^pあるものの普及カメラでもかなり正確 

だし、単体の露出計もあるので100%カメ 

ラに頼る必要はない。それよりも動きの早い 
航空機を確実に捉えるには、正確なピント 

合わせが必要だ。戦闘機のよぅに小型でし 

かも高速で飛行する被写体にピントを合わ 
せるためには、より処理速度の速いコン 

ピユ—夕が必要となる。パソコン同様新しい 

もの、そして上級機種ほど処理速度が速い 

のは当然で、またピントを合わせるポイン 
卜、つまり測距点の数が多い方が構図を考え 

ると有利になる。オートフォーカスの性能が 

航空機写真の最も重要視するところだが、 
比較的スピ—ドの遅い大型機や、タキシング 

ならば普及機でもほとんど大丈夫だ。しか 
し初期の才—トフオ—カスカメラや、普及力 

メラで戦闘機クラスの撮影をするならば、 

航空機の動きにピントが追いつかないのでマ 

ニュー\ルフォーカスで撮影した方がいいだろ 

う。また才—トフォ—カスのスピードはレン 

ズに内蔵されたモ—夕Iの種類でも変わる 
ので、古いレンズの場合もマニュアルフォ—力 

スをお勧めする。 

その他の細かなスペックに関しては、それ 
ほど神経質になる必要はないと思う。操作 

性は使い慣れればいいし、内蔵のワインダ— 

でも十分連続撮影が出来る。プロを目指す 
ならともかく、航空機写真ではアクセサ 

リ—はほとんど使うことはない。また航空 

祭で展示機を撮影するならば、普及カメラ 

でも問題ない。 

新品にこだわるな 
中古でもよい 

v»#«l-ll_ を _*ilA4_!df_alc-JAtt¥*i'a4- K ^ fe k 嘐._li-l«1"囑 *'*,_v.f4<<f* ,-»¥-#fi4n 

もしもあなたが予算は気にしないと言う 
ならば、迷わず最新の最高級機を買うこと 

を薦める。しかし限られた予算で少しでも 

いいカメラが欲しいならば、ひとつの方法と 

して中古カメラを検討して欲しい。 

同じ予算で中古なら新品よりもワンラン 

ク上のカメラが手に入る。しかし中古はI 

度誰かが使ったモノ、どんな使い方をしたか 

わからない。確かな目がなければ失敗する 
恐れもあるが心配することはない。最近は 

カメラショップで保証を付けている店があ 
る。もしも買つた中古カメラやレンズが故障 

した場合、修理や交換をしてくれるので安 

心して購入できる。出来れば中古専門店よ 
りも、中古と新品両方を扱っている方が比較 

検討が出来るので選択の幅が広がる。「飛行 

機の写真が撮りたい」とハッキリと店員に相 
談してみよう。もしかするとその店員も休 

日にはランウHイエンドに通う航空機ファン 

で、適切なアドバイスが受けられるかもし 

れないし(店内に航空機の写真を飾る店を 

数件知つている)、アドバイスがもらえないよ 

うな店ならば購入を考え直す必要がある。 

最後に、「写真撮ろうよ！」のコ—ナIで 
は、撮影デ—夕を掲載しているので、上級者 

がどんなカメラ、レンズを使つているかを参 

考にするのもいいだろう。 
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Map Cameraインタ WA ットで通信販売•買取受付中http : //www.mapcamera.com 
全国通信販売/高額買取/下取交換実施中 

U 0出目^]没目 
営業 
時間 

新宿店10:30 
秋葉原店10:00 

20-30課•入出カサービスは 
20:00閉的⑽前で受付終了 

全国通信販売 
安心と信頼の楽々通販 
商品の選定や在庫確認等、 
お気軽にお尋ね下さい。 

腳Iで鎇に縦Uたします 
送料800円 

北海道•四国•九州送料1000円 
沖縄 送料2000円 

下取交換 
大歓迎 
齙罐も楽々 

現金書留の 
mm 

代引発送 
商品と引換に代金を 
お支払いただく配送 
シスデムです。 
別途手数料(卿がかj&fcます 

代引手数料500円 

Hilii 
本店営業部 

(普)8183574 
□座名齙 
i 株) 

起綱講顧!Ma 
記号 

10020 
三和銀行 
西新宿支店 

(8)3849759178482031 
口！！*鼸マップカメラ 

S電Gで棚い合せ下さい。Rile 03-334S-3381 

WANTED 

カメラ高額買取 

03.5295-681 

下取交換中 
今打の痛額指定買取 

新製品は特に高価寅取します 
CONTAXNX+N2fr80mm 
CONTAX T3^70thAnv(BK) 

MINOLTA ^ 7-LTD 
Canon EOS Kiss fli L 
Canon EF16-35/2.8L 

Canon EF70-200/2.8LIS 
Canon EF400/4 DO IS 
PENTAXMZ-L^ FA23-90mm 

FUJI闩しM KLASSE <BK) 
年末年始は何か 
Nikon F5 (310 
Nikon FI00 一一— 、 
Nikon F90XS 
Nikon F90X 

Nikon F80S 
Nikon F80D 

Nikon AF-S17-35/2.8D 
Nikon AF-S28-70/2.8D 
Nikon AF-S80-200ノ2,8D 
■on AFVRB0-400 4.5-5.6D 
Canon EOS-1 V 

Canon EOS-1VHS 
Canon EQS^3 
Canon EOS 5Q0 
Canon EOS 7 
Canon EOS KissJil+EF2& S0mm 
Canon EF24mmF1 AL 
Canon EF35mmF1 AL 
Canon EF50mmF1.QL 
Canon EF85mmF1.2L 
Canon EF 17-^35/2.81 
Canon EF100-400/4,5-5.6LlS 
MINOLTA ^9 +VC9M 

脚Si 
MINOLTA a 7 
MINOLTA ^ Sweet 11 
MINOLTA AF17-35/3.5G 
MINOLTA AFS0^200/2.8G 
MINOLTA STF135/2.8G 
PENTAX MZ-S + BG^IO 

PEMTAXMZ-3 
PENTAX MZ^5 
PENTAX MZ-5N 

PENTAX M2-7 

PENTAX FA20-35mmF4 
PENTAX FA28-7Q/2.8 
PENTAX FA80,200/2.8 
CONTAX NUNSOmmFI.4 
CONTAXS2 
CONTAX S2b 
CONTAX 25mm F2.8MM 
CONTAX 50mmF1.4MM 
CONTAX 85mmF1.4MM 

SJGMAAF14/2.8EX HSM 
SIGMA AF20mmF1.SEX 

S!GMAAF24mmF1.SEX 
SiGWA AF28mmF1+8EX 
SIGMA AF15-30/3.5-4.5EX 
SIGMA AF17-35^^8EXiHSM 
SIGMA AF24-70/2,8EX 
SIGMA AF2B-70/2,SEX-DF 
SIGMA AF70-200 2 8EX HSM 
TAMRON AF14mmF2.B 
TAMFSONAFSOmmF2,S{172E) 
TAM RON AF24 ^ 13 SO .5*5,6 

TAMRON AF2S-200/3.5■し6XR 
TAMRON AF2ル300/3.5A 3 
TOKINA Ar i7/3.5PRO 
TOKINA AF20 35^.8PRO 
TOKINA AF24-200/3.5'5,6 

W取上限 
¥100,000 

¥72,000 
V1O1.500 

¥31,000 
¥145,000 
¥180,000 
¥480,000 

¥41,000 

¥40,000 

¥165,000 
¥96,000 
¥50-000 
¥41,000 

¥54,000 
¥41,000 

¥140,000 
¥130,000 
¥141,000 
¥140,000 
¥150,000 
¥180,000 

V82,000 

¥30,000 
¥48,500 
¥29;000 

¥110,000 
¥100,000 
策165,000 

¥87,000 

¥97,500 
¥135.000 
¥120,000 

¥32,000 
¥55,000 
¥30,000 

VI22.000 
¥97,000 
¥93,000 
¥77,000 
V30,000 
Y20,000 
¥30,000 
¥21,000 
¥40,000 
¥75,000 
¥97,000 

¥142,000 
¥80,000 
¥90,000 

} ¥45,000 
¥21,000 
¥57,000 
¥62,500 
¥34,000 

¥29,000 
¥22,000 
V41,000 
¥33,000 
¥29,000 

¥26,000 
¥57,000 
¥75,000 
/28.000 
¥25,000 
V25,000 
¥30,000 

¥311000 
¥40,000 
V24,000 

カメラを高く売る方法 
1.付属品を忘れずにお持ち下さい 
2JSこり、指紋を拭いて下さい 
3. 売りたいと思った時が高値です 
4, 下取交換なら、更に高く売れます 

TEL.03-3342-3383 

FAX.03-3342-3422 
表承涵格は11月28日現在の買取上頤金額です 
4厲品の姑ゃキ又制は翻の通になります^ 

幸末年始もイベントセ_ル雇0沢山 
ホントに2001卑羅後CDCanon & Nikon SALEI 

年末年始ズが激安必I (〗月日ま^自^^^ 

ベ:/タックス中财メラ•レンズ爆安赛 

配送料in fwi I 
臟、綱證爾纖_：礙f議醫讎_1__菌_^ 

T®交換1獅罩匾待キヤンぺ_ンデジタルカメラに限り1月31日まで延長決定！ 
下取交換で師をお求めの齡月20日まで) 

IP託手数趣! 0%キヤンべ，きヂジ鋈ルカメラに限り1月31日まで釀決定！ 
日まで） 

金額21更がごさいます 
feobimJ 画^^ 翔 

福麵疲遍 

_巧匾待キヤンぺ 
麵^舰職鋼写p翻p段；嘲琴回:のお買い物が 

込受付中, 

g ri 
M 

紗卜2001 年最後0Canon & Nikon SALEM 

j 

Canon 
EOS-1 yjGBocly) 
フ□仕描の 

配送料雜キv 

Canon 
EOS-1 D j6^^H)r&| D1 X (Bod■麵 
〇 reos-wjの财た^圧倒的釀触を誇るプ 

.齡 

Nikon 
F5 (Body) 
:D FシリーズB萵蜂 

激安特面 
配送料無料キヤンぺ 

Nikon 

Canon 
EOS-3 
世界初45点瀾距搭if 

激安犓価 
E送料釀料キ^ 

1 

'版私蹲.，名.て^?，;;々’::...-'V.| 

iM^B 

激安特価 
配送料*料キャンペーン 1 

Canon 

Nikon j0m 
FIOQな_rfod|^ 
:パマップカメラ月®売!?台数？^ 

激安編 
B送料醣料キ^?gS>j 

㈣ikon 
EFS09aipiF4L is usm AEgSaiBSBQmmEgp n 
独自叹手プレ，補正Kffl.と大口 SF4が魅力 

激安特価 
E送料無ftキャンべーク 

キヤノンEOS D30お買い上げでWプレゼント（メモリ12日MB+専用電池) 
好評発売中！お問い合せ新宿2号店03-3342-3382 •秋葉原店03^5295-6811 

Canon 
世界初！「胃層型回素子」を採用した超望遠レンズ^ ?JF.l 

閥臓酈2旧。2_発売） 
◎ DDレンズ職石レンズ以上啤戚Mを新*访■■ し | ^ 
シャツター;^ド換gで的g段分勿補正効果宠発»す电毛gレ補正W構レ_ 1 |；||| 

〇Afストップ酬賴抵が： ：1|： 

I ■激安特li 

■™ e送料無料キャンペーン 
超ベストセラ_レンズ7D-20Dmmに手ブレ補正機構を搭載 

册評発売中） 

麵 
K送料鼷料キヤンべーン 

歿ill化を実男じた大口^超空递レ^/A 

兩fld 
Canon 

i棚‘f世i速を賊 

般特， 

ズ總ilHi 

新ユニットの搭疆に#シをスター速E換囂@段分の手ブレ禳正効畢至璺琬 
徹底した防趣.防滴処理により吗酷な条件下^可能にし^^?IP 
UDレンズ4教を採角ずること5«存色収差を良好运铺正しB_Hを邃成「 
美しいボケ味が衷現できる円形絞(Jp採用 

| 
g表る円形_採用mtim m/m , 

OJMifii 

■ e送料無料キャンペーン 
2予約•ご用痛は販売実纜No.1の当店に 
最新レンズも安さで勝負！特価はお電話にて 

ご予約などお問い合せ先：新宿店03-3342-3381•秋葉原店03-5895-681T 
C予約•ご注文は当社HPか524時間受け付けております 

詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.mapcamera.Gom 

I 1111 

轉猶 激安 
K送料釀料キャンペーン 

Can ❶ n 
EF30J)m|nF2.8L is usm 
〇 |ヤノ:^dる光の粋を®め高画Hを追求 

■■ぃ“1 

E送料晒料キャンべ_ン 

Cdmm _レンズ/アクセサu_ 

激安搏SL 
配送料繼料キヤンペ^/ 

M/lpn 
A1 國腫 Bl_ir_g箱 EUL I ■ ■ン / ふ.。1:■•■■二 ％. d ! U カラち今3 

I F16-35mmF2.SL USM 
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£F；SrQQmmE4BtSltjJSM 

7雕吻冬舞®^fep 

ニッヶル氷箝バックNP-E2 ニッケル水素チヤーソヤー'NC-E2 アンチフォグアイビ*-スEc 

E0SUングソフトウエアーES-E1 リモ_トスイッチRS-SON3 
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AFH4-S5mmF2,Q-4P 

AF-S ED2S-70mmF2.SD 

AF.ED75-300mmF4^5.6D 

A及 S JE □ 8052QQmmF2：aD^ 
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1血 
マルチコントa_ルバックMF-SB マルチパワーパッデリーパックMB-15 ニッケル水索®池MIVM5 クイックチヤージヤーMH-15 データパックMF-29 価 

Map Camera ShinjLlkU 

||麵局|1号店顳•帕力巧| 西□ 

2号店刊夕Mi メ 5 ' 

至渋谷 

TEI03-3342-3381 
FAX 03^3342-3350 

〒160-0023艰京都新蓓区瓶新桐1-12-5 

TEI 03^3342-3382 
FAX 03-3342-3423 

T16(M)023浓京挞新宿IE四耕宿1-134 

TEI 03-3342-3383 
FAX 03-3342*3422 

t160-0023東京都新宿E西新描1-14-17 

mmmsmmm 

TEI 03-5295-6811 
FAX 03^5296^6013 

Tl01-0021東京都千代田区舛祌田3イ5名 

Map Camera Aklhabara 
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末広®貼 

CI0E] 

〇@[〇 
E1 □rani 

mm 
山手•京浜東北線 至上§ 

携帯電話からカメラの買取相場が 
検索出来るようになDました。 
インタ_ネット対応の携帯電話から 
下記のアドレスにアクセスして 
画面の指示に従って操作して下さい。 

.mapcamera.eom/i 
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アルバイト募集中。カメラに興味のある方、お電話下さい。（社員登用あり）TEし03-3342-3400 



電イ順察機器のテストベッドとして使用されていたNKC-135A (55-31犯)。55-3121とペアでスピードライト 
と呼ばれるテストプログラムを実施してL、たとされる。i9(M牢4月15 [:1撇影 

&レー連載コラムI 
だれの心にも、とりわけ大事にしている「こだわりの機体」があるはず。 

あなたにとっての格別な1機は何だろう？ 
ここでは軍用機フアンの大家に、その機体とェピソードを語ってもらおう。 

☆ ☆ 
ヒコーキ 

文•写真=松崎豊一 

【0135】 
松崎豊一(まつざき•とよかず） 
航空評論家。航空機マニアとして40年のキャリアを 
誇り、「自分の目で見る」ことをモッIに、各基地に 
通うこと数1000回、撮影した写真は数万枚というマ 
ニアの頂点を極める存在,小誌連載「もっと大戦搜Jや 
「神楽坂洋書館」ほか、軍•民問わず航空機専門雑誌へ 
の執筆や著書多数、航空機に関してはオールジャンル 
の知識をもつ。1942年8月11日生まれ、東京出身。 

C,13512£:3はともかくとして、ピ€*135 

Aの飛来数は現在のR型ょり少ない位で、も 
ちろんバリエーションも通常のKCとYIP用 
のKC位しかない時代であった。しかし196 

4年春、2稱の電子戦改造型C-135が横 

田に飛来したあたりから状況は変わり始め 
たのである。この時の変形ci35は、前部 

胴体両側面に大きなバルジを装備した電子 
偵察テスト機NKC -135 A (55- 3132)と、 

人型のブレードアンテナをjrjl体上部に]-本も 
取り付けたJKC-135 A (55-3121)で、そ 

の異様なスタィルは我々マニアを夢中にさせ 
たのであった。 

もちろんそれまでにも空〔本のR B -nや〇 
B- w、W系などの電子偵察機も注！！：！の的では 

あったが、KC-135ほどの大型ジェット機に 

大改造を施した例は無く、海外からのニュース 

特別に思い人れの深い飛行機というのは数 
多くあり過ぎておおいに迷うところだが、こ 

の際思いmってホーィングC *13 5について 

書いてみようと思う。私がカメラを持って飛行 
場に行き始めたのは1958年(昭和〇年)の 

ことだが、あの当時の仲問の問で最も撮りた 
い飛行機というのが話題になったことがあっ 

て、横田ではB-邛、厚木ではU-2といったと 

ころに落ち着いたと記憶している。当時はま 
だ真面Rな高校生であったから飛行場に行 

くといっても片に2、3回がいいところで、これ 
ら2機種はよほど運が良くないとお目にか 

かれなかったし、何よりも片や核岛器搭載戦 
略爆喂機、もう一方は!-;体不明のスパィ機 

(CIAが運用していたことなど知る由もな 
かったが)ということで、国会やマスコミでも取 

りhげられるほどの話題機だったから、駆け 

出しのマニア達の問で人気になるのも当り前 
のことといえた。 

私も当然この2機をキャッチするのに必死 
だったが、1959年〇月にようやく両方を 

どうにかカメラに収めることに成功した。そ 
して同じ顷、誰のものだったかはっきりしない 

が、KC-135A0¥真を-Iせられて感動し 

たのだった。確か夕方に近い横J:IのRwgエン 
ドのタキシングを撮ったものだったと記憶して 

いるのだが、無逾装ジユラルミンの胴体に太陽 
が反射して実に魅力的なショットだったので 

ある。ミ■—ハ■—マニアだった(八，でもそうだが) 

私はすぐさま次の夕IゲットはKC - —-35 

Aと内心決めてしまったのだ。 
ところがKC-135 Aと私の1-1性は®惡 

で、：！取初のショットをモノにするまでになんと 
3年以上を要することになった。その問KC 

より先に羽田で同類のVC-137A (これは 
VIP機なので來るのを事前に知ることがで 
きた)にお眼にかかり、横田では1962年 

春頃から輸送機型のC-135Bの飛来が始 
まったため行く度に見ることができるように 

なった。 
19 6 〇年代初めC •13 5系はパリパリ 

の新鋭機であり、定期便のように飛んでいた 

も登場したことの無い変形機がいきなり2 

機も姿をHせたのは異例の出来事だった 〇 

Jれら2機は数！！；の滞在の後横田から去っ 

たが、それから問もなく(多分64年夏頃か 
ら)ノーズレドームがピノキオのよ、つに仲び、 

綱体側而に細長いレドームを持つKci 

<:-&=(後の£^€-135 0)が飛来し、こちら 
はそれ以後月2、3冋の割合で姿を見せるよ 

つになつた。こうなると、並口通のKC.135 A 

より変形のci35系が俄然而n くなるの 
は，：！1然の成り行きで、その後も卩0_13 5 0 

M、EC-13 5 p、NKC-13 5 A 

(前記のものとは別)など、Ci35の派生型 

というとEHの色を変えて追いまわすように 
なった。 

こうしたci 3 5改造型全ての制式名が 

判明したのはずっと後のことで(一部の機体一 
ついては比較的HP くから判明していたがr更 

にその任務や改造：n的についてある稅度のこ 
とが分かるようになったのはC,13 5に関す 

る良Hな详畫が,1H回るようになった 10年前 
位からである。60、70牢代に夢屮で撮っていた 

頃はほとんど正体不明のまま追いかけていた 
訳で、その謎めいた点が我々を惹きつける大 

きな要因の一つでもあつたのだ〇 
C -13 5系のバリエーシヨンはその後も增 

え続けており、昔ほど回数は多くはないもの 
の、今nも各種のモデルが飛来している。そし 

てRCやNKCなどの大改造型だけでな 
Kc、vc系も部隊の変遷やアンテナ、装備の 

変更など細かい変化を見ているとキリがない 
ほどだが、いったんこだわり始めるとこれらを 

見逃したくないのがマニア心理といぅもの 〇 

かくしてC 5系の飛来とい、つと今もn 

の色を変えて追いかけ1111すことになるのだ。 
ところでこうした病気は私と同じくらいの 

オジンマニアだけがかかるのかと思っていたのだ 
S 、 力 どうもそうではなくて横田をメインに活 

動している^いマニアにもけっこう感染している 
ようで、戦闘機より而白い、などと言っているの 

を^にすることも多く、まことに喜ばしい限 
といえよう。 
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翼下に巨大な900リッター落下增槽を2つ装着して飛ぶBf110D-3(3U+L丁)。シチリア島に展開していたJG26 
(第26駆逐航空団）が北アフリカへ向かう姿を捉えたものであろう。尾部の先には洋上作戦用の救命ボートが 
付いている 

第二次大戦前各国で流行した双発重戦閩機の代表格、Bfl10。 
栄光と挫折に彩られたカンプ•ツエアシュテーラ 
その祖国の運命と同じく大いに波乱に富んだものであった 

2/ZG1(第1駆逐航空団第2飛行隊)所属の6彳110〇-2(39+み？)。1943年、イタリァ。 
機首にはBfl10の塗装の中でも一際有名な「ヴヱスぺ（スズメバチ）」が描かれている。 
第1駆逐航空団はフランス侵攻作戦が終わった後（1940年）に一度解散し、42年の 

初めに2代目が再結成された航空団。 
塗装バターンは機体下面はRLM76(ライトブルー）、上面はRLM75(グレイバイオレッ 

卜）、RしM74(グレイグリーン）。カウリング下部とスピナーはRLM04(黄色〉、尾部の帯は 
白、機体番号のSPと9は黒、Aは黄色。プ□ペラは黒。機体側面にはRLM75とRLM74で 
まだら迷彩が描かれている。 
スズメバチのマークは全体が黄色、羽は白、羽の付け根部分の縁取りは赤、目が左 

から赤、黒、白に塗り分けられていた。 
なお、ドイツ機のコーKレターは、前半2文字（この機体ではS9)が航空団の識別用に 

なり、3番目の文字（同A)は飛行隊内における機体固有識別文字、4番目の文字（同P) 
が飛行隊識別用となっている。 
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ザ 

ユ 

※左は、エンジン部に隠れて見えない機首の「スズメバチ」 
マーク メツサーシユミツトBfl10G-2 

全 長：12.07m 
全 幅：16.201n 

全 高： 4.12m 

自 重：5093kg 

全備重量：9390kg 
エンジン：ダイムラーベンツDB605-B1(離昇出力1475hp) 
最大速度： 547km/h 
航続距離： 900km 

武 装：MG17 7,9mm機銃4挺、MG151 20mm機関砲2門 
胴体下面に500kg爆弾2発を懸吊可能 

乗 員：2名 62 
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Iンク元帥の#気に入り 
各国で期待された双発重戦思想 

1930年代、航空機は全金厲製 

セミモノコック構造、単葉片持ち翼形 

式が主流となり、エンジンも大出力 
化が進められたことにより爆幣機、 

戦闘機とも飛躍的な性能向上を達 
成した。このため第一次大戦のよう 

な散発的な爆撃ではなく、大規模で 
組織的な戦略爆幣作戦がlf能とな 

り、これが将来の戦いの勝敗を決め 

ると考えられるようになつた。 
ここで各国の用丘ハ者が一様に考え 

たのが、爆撃隊に随伴して敵地に侵 
入し、敵側の反撃を封じる強力な戦 

闘機の必要性であった。こうした任 
務をこなすには、当時の単発戦闘機 

では足が短く、武装も充分には積め 
なかったため、双発戦闘機が各国で 

開発されることになった。これらは 

長距離護衛戦闘機とか戦略戦闘機 
などと国によって呼び名は異なってい 

たが、単発戦を上回る高速と長い航 

続距離、強大な火力をめざしたとい 
、つ点で共通していた。また乗員は単 

座のものと多座のもの両方があった 

が、多座機は旋回銃を装備して単座 

戦闘機に対抗するこ 
とと、長距離航法を 

密易にするとい、っ狙い 

があった。 
着々と再革備を整 

えつつあったドィツも 
こぅした双発重戰が 

重要と考えた国の一 

つで、RLM (航空省) 
は一9 3 4年、各航空 

機会社に設計案提出 
を求めた。要求された 

のは爆撃隊に先行し 
て敵戦闘機を撃破す 

る侵攻戦闘機だが、 
副次的に爆幣隊の近 

接掩護、敵爆撃機迎 
撃、対地攻撃が可能 

といぅマルチロール 
ファィタ*—であ^'、「力 

ンプ•ツエアシユテー 
ラ11 (戦闘駆逐機)と 

命名された。万事に派 
手好きだったナチス. 

ナンパ12で空軍総帥 
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初飛行後、テストを受けるため飛行するBfllOVI(原型1号機)。風防と機首の形状、ピトー管の位置など、後の量 
産機とはかなり異なっている機体 

丸く短い機首 
ダイムラーベンツDB600(986hp) 

/ フレームの少ないキヤノビー 

I 

\ 短いナセル後端 
エンジン下部のラジエーター 

小型の尾翼 

引込式尾輪 

速度計測用ビトー管 

フ.9mm MG1フ機関銃x4 
機首を再設計して抵抗を減少 

/ / ユンカース Jumo210Ga(700hp> 
キヤノビーのフレームを変更 

□B6CHA-l(105Clhp)または D 日601 N(1200hp) 
全幅を45cm短縮し、翼端を角形に変更 

初期生産盟と実戰参加 
電撃戦で圧倒的なデビユIを果たした財110 

でもあったへルマン*ゲIリングはこぅ 

した構想とネIミングが大いに気に 
入り、双発重戦計画は彼の後押しの 

もとに進められていった。 
競作はフォッケウルフ、へンシエル、 

BFWCハィエリッシェ航空機会社、Q 

年にメッサーシュミット社となる)の 
問で行われたが、^”と取124が 

要求に忠実に従った重武装機だった 
のに対し、03卩界の所11〇はメッ 

サー、ンュミットらしい高速指向のデ 

ザィンで、前縁スラットを持つ直線的 
な主翼や細い胴体など当時いくらか 

先行して開発されていた所109と 

似通った簡易でコンパクトな設計で 
あった。 

原型1号機5£1101>1は、ダィ 
ムラーベンツDB600 (離昇出力9 

8 6hp)を搭載し、36年5月12日に 

ルドルフ•オピッツの操縦により初飛 
行に成功した。本機は操縦性にいく 

らか問題があったものの、最大速度 
508h \hを記録し、前年初飛行 

した班10 9(最大速度4 8 01^1\ 

h)より優速であることを示した。 
ちなみに、1936年といえば日本 

では固定脚のg式艦上戦闘機(同4 
50.1/h)が制武採用された年に 

あたる。 
2、3号機所110¥2、V3も同 

年中に進空し、2号機は翌年1月レ 

ヒリンの空mテストセンタ^~に送ら 
れ空軍パイロットによるテストフラ 

イトが開始された。同じ頃ライバル 
2機もテストされていたが、いずれ 

も旋回銃塔を装備する重武装機 
だったため性能は班^〇にはるか 

に及ばなかった。 

ダィムラ^~ *べンツにおける036 

〇〇の生産がなかなか軌道に果ら 
なかったためRLMは37年にBFW 

に対しユンカIスJumo210B (6 

〇1^)を搭戦した実用試験機所1 
lo A-0X4機を発注した。本機は 

機首に7.9rllMGn機銃X4、同じ 
く 7.91 MGb旋回機銃XI挺を 

装備していたが、そのための重fi増 
加とひどい馬力不足のため最大速度 

は430km\hに低下してしまった。 
その後間もなく DB600は戦闘機 

搭載には不適と判定されたため、生 
産型にはより進歩したDB601が 

採用されることになつた。 

しかしその06601の生産も遅 
延したことから最初の生産型となる 

Bシリ1ズも Jumo 21003(7 0 

〇如)付きで作られ、先行量産型B- 
〇の2機のぅち1号機は19 38年 

4月19日に初飛行を行った。続くBf 

110迟-1は機首に20臟；^0卩ド 
X 2挺が増設された武装強化型、 

B-2は武装に換えてカメラを搭載 
した偵察型、B-3は練習機型とし 

て作られ、Bシリーズ各型合わせて 
扔機生産された。B型は邪年初めに 

1LG1(第1訓練航空団第 
1飛行隊〈駆逐〉)、1\ ZG1(第1 

駆逐航空団第1飛行隊)などに少数 

ずつ配備され、練習機として使用さ： 
れた。 

3卩ボでは0006〇1が供給され 

るまでに6[110のデザィンに対し 
いっそうの洗練を加えることとし、エ 

ンジンナセル下部に大きく開口して 

いたラシエータ^~に換えて所109 

と同様の主翼下面半埋め込み式ラ 
ジエI夕Iを採用した。また高速化 

を狙ってスパンが奶g切り詰められ、 
翼端は丸型から角型に変更された。 

38年末、036〇1<:-1(1〇5 

OJ0の供給が可能となり、満を持 
していたアウグスブルグのメッサ^~ 

シュミットエ場では同エンジンを搭載 

したDr^ocの生産が直ちに開始 
された。先行量産型Klloc-Oの 

Q機がg年1月初めに引き渡され、： 
同月末には生産型C-1のデリバ 

リーがスター.^した。C型はエンジン 
の強化と空力的洗練のおかげで最大 

速度5 4 0km\h (高度6000m)、i 

航続距離-OOJ (外輿内タンク 
追加により14 00km)という高性 

能機となった。 
Bflloc-1の量産は急ピッチで 

進められ、対ポ彳ランド戦が開始さ一 
れた9月1日までに159機がルフ 

トバッフェの手に渡った。ただしそれ 
らのうち開戦時作戦可能だったC型 

はg機で、これに7機のB型が加わ 
り、計邪機が電聲戦に投入された。一 

そして91は開戦後も毎月約0機 
のべースで勢力を増やしていったので 

ある。 
対ポーランド戦初日、取11のエ 

スコートとして出撃したBf^:^は、 

迎撃してきたPZLP‘1](パラソル 
翼、固定脚)と初の空戦を行い、5機： 

を擊墜して損失無しという見事なデ： 
ビューを飾った。同日中に起きた2度； 

目の空戦では2機撃啜に対してCO機： 
を失ったが、9月3日の3度目の空戦 

では1機を失ったものの5機を幣墜： 

し、再び圧飼的な優位を示したので 
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あった。やがてポ！ランド空軍の反撃 
は激減したため6[110の主任務は 

対地攻耀へと変更された。 

Bfllocシリーズは、C-1に続 
いて無線機改善(FUGmauからF 

u GQへ)と航法士兼銃手席を改良 
したC-2、改良型MG FFを搭載 

したC - 3、乘員用の装甲を追加し 
た0*4、II体 にETC 2 5. ofe 

弾ラックを装備し強化MエンジンD 

B601 N (離昇1200IIP)を搭載 
したJa bo (戦闘爆撃機)タィプ 

C - 4 \ B、固定武装をM G n x 4に 
減らし、機首にカメラを搭載した侦 

察型〇-5、〇-5のェンジンを〇02|6 

■Nに換装したc-5\n、mgf 〇 

1角 

FX 2に換えてラィンメタルMK1 

30_砲1門を搭載したC-6、 - - 

ETC500爆弾ラックを装備して 

500kgg弾X2を搭載可能とし、ェ 

ンジンをDB6〇1Nに強化したC - 

が生産された。 
さてつ 

バトル•オブ•ブIIテンでの驩跌 
「駆逐機」は軽快な単発戦闊機に太刀打ちできず、 

血祭りに上げられる 
4 0甲4月9 口、ドィツはノ 

1— ルゥエー侵攻を開始し、Dr 

駐留していた英空軍とノルゥヱー空 
單のグラデイエーター梭难戦ti機を 

またたく間に壤滅させた◦ただしノ 
ルウェー作戦では航続距離不足が明 

らかとなり、胴体下Ifllに密着させる 
2 リ〇リッター増槽が大M急開発 

されることになつた。その外見から 
ダッケルバオフ(ダックスフントの腹) 

と呼ばれたこの増槽はべニヤ，羽布. 

ゴムで作られ、会敵時や空になった 
時には投棄r能であった。しかし性 

能低ドが激しかった上に、初期には 
気化ガスによる爆発事故もI生す 

るなど散々だった。 
Bfli 〇 C - 3にダツケルバオフを 

裝^した6[11〇0*〇でテストさ 
れた後、生産型3[1〇0,1\1^1 

が作られたが、不評だつたことから 
外興下而に900リッタ—落下増槽 

を搭載111能とした别1101)-1\ 

R2の生避に切り替えられた。 

5月10闩ドィツはついにオランダ、 
ベルギー、フランス攻撃を開始した 

が、この時の航空丘ハカ(第^第？航 

空艦隊)には汾機の扮^OCが含 
まれていた。仏空軍の単発戦闘機に 

いくらか苦戦した(5月中の損失機 

は2機にヒつた)ものの、まだこのあ 
たりまでの跹10は高い戦闕能力 

を発揮し、期待通りの活躍ぶりを見 
せたといってよい。 

しかし40年8月に開始された対 

英国攻撃、アドラーアングリフ(Eの 
攻撃、英则にとってのバトル•オブ•ブ 

画BflMtリテン)で意外なもろさを露呈する 

7 ことになる。作戦！一始時ルフトJ 
フエは289機の別110 0、Dを擁 

し、所109ょり足の畏い同機を爆 

擊機隊護衛(ボマーエスコート)のj; 

力と位置付けていた。 
8 WI5U、デンマ^ —クはア^—ルボル 

グ趣地駐留の2、3 JG76(第76 

駆逐航空団第2、策3飛行隊)のm 

lloD、21機がノルウエー、スタバン 
ゲリを觉進した也—報隊を護 

衛してィギリス朿北部に侵入した。 
迎搫したスピットファィアとの間に 

空中戦が展開されたが、Bf!OD 

ヅ 

2 
I—. 

フ 
才 r\ 

b; 
1/ 

ダ 

はダッケルバオフ切り離し装置の不 
調などもあって編隊長機を含む7機 

が撃墜され、爆幣機の護衛どころか 
僚機の後方を守りつつ輪を作る防御 

法•ラフべリ^~サークルによつて，!IIら 
の身を守るのが精一杯であった。 

それまで相手にしたIn式機とは 
異なり、R A F (英空軍)のスピット 

ファィアとハリケIンは、まともに格 
闘戦に人ったら所110にはほとん 

ど勝ち目が無いほどの強敵だったの 
でぁる。刟110は強力な固定武装 

を持ってはいたが、スピードはほぼ同 

等、加速性、機動性では人きく劣って 

いたため空中戦で優位に立つことは 
W錐であり、後方を守るはずだった 

旋回銃は格闘戦ではほとんど無力 
であった。 

結局8月末までに別110の損害 
は12 0機という多数にhり、遂に 

はゲ^—リングにより8[110に班1 
09の護衛を付けるという決定まで 

行われた。戦闘機が戦闘機に護衛さ 

れるようでは何のためのボマーエス 
コ^~卜だか分からないわけで、ッェア 

シユテーラー構想はここに挫折した。 

適0適所を詆明する驪遂機 
多くのバリHIシヨンが誕生 

12月 

Bf 

バトル•ォブ.ブリテンで慘败した 
orlloだったが、対地攻擊と対爆 

擊機迎撃にはそれ以前から高い能 
力を発柿していた。同機にとっての最 

初の災軍機との遭遇戦が行われたの 
. S Uのことで、この：：H 

ヴィルヘルムスハ^~フェンを^った24機 
のヴィツカース，ウェリントンを迎撃 

した一\ z G0(第、0駆逐航空団第 
1中隊)の别1100-1は"このぅ 

ちの9機を擊墜した。 

翌仙ハ平5月^以夜には卯機の炎 

爆幣機(ウェリントン、ハンプデン、ホ 

イットレー混成部隊)がルール地方 
工業地带に対し初の夜問戦略爆撃 

を行った。これに対しルフトバツフェ 
(独空軍)は6月2日、m!〇を主 

力装備とする最初の」枚戦部隊NJ 

(第1夜間戦闘航空団)を編成 
し、ァ月^〇:にはその上部組織とし 
てNJD (夜戦師団)を発足させ、師 

団IIにヨ^—ゼフ•カムフーバ.—少将を 
任命した。そしてその3日後の戰闘 

では、後に夜戦エースとして有名に 
なる1\ N JG1(第1夜戦航空団 

第1飛行隊)のヴェルナ^-シュトラ 

イプ中尉が初の夜間搫墜(ホイット 
レ—1機)を記録した。 

この頃の夜戦隊に配備されていた 
のはエンジンの消摘ダンパー、アンチ 

グレアシールドなどを装備している 

ことをのぞけば通常の8[11〇0、 

Dと変わらない機体で、索敵ももっ 
ばら！：：：视に賴っている状況であった。 

ヵムフ^~バ*~はN J(;2を新編す 
るなど夜戦隊の拡充と、サーチライ 

卜、警戒/管制レ！ダー網の逮設に 
も懸命の努力をはらったが、この頃 

はドイツが地中海、ソ速へとm線を 

拡大していた時期であり、夜戦型M 

!oの配備は遅々として進まない 
状況にあった。 

41年には長距離JaboタイプBf 

.- ^^ OD- 91と0*3の生，|1ガ開^さ 

れ、春以降部隊配備されてギリシャ、 
ユーゴ、北アフリヵ戦線へと派遣され 

ていった」0|2は0_'—^ \ R 2をベ_— 

スとして胴体ドの500kg爆弾X 
2、主興に3 00リッター増槽を搭 

載できるよぅにしたモデル、またD- 

3はテール部分を延畏して救命ボー 
卜を搭載したM距離洋上作戦機で 

ある。 
更に同じ年の6月頃からは外製 

下而にETC50爆彈ラックを追加し 

た戦關爆撃機^BflloEの生産 
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I 

7.9mm MG〗7機関銃用冷却空気取入口 
□B601N{1200hp) 

I I 5フmm防弾ガラス 
/ /_ 気化器空気取入口の熱帯地用防塵フィルタ~ 

E-3は7*9mm MG17後方固定銃x 2を設置 

\ ETC50爆弾ラック E-2は救命ポートを装備 
ETC 50 Q爆弾ラック(E-1/R2はETC100 □爆弾ラックを装備。 
E-3は爆弾ラックを撤去してカメラを搭載） 

\ 熱帯地向けの機体はオイルクーラーを大型化 
E-3は20mm MG FF機関砲X2を撤去 

F4aはf=uG202レーダーを装備 
/ DB601F(1350hp) 

/ 57mrri防弾ガラス F-4/U-1は旋回機銃と胴体下部トレイを撤去して 

G-4はレーダーを装備函はFuG220 SN-2c) 

/ 機首武装は30mm MK108機関砲x2に換装可能 
DB605B-1 (1475hp) キヤノビー後半部を再設言十 

/ / 9Qmm防弾ガラス 20mm MGFFまたは30mm MK108機関砲x2を 
/ I方向堡知ループ / ./上向きに搭載 

//尸ンアナ/ 7.9mm IVIG81Z連装機銃に換装 

方向探知ループアンテナを移動方向舵を大型化 
qnoy 一i 曽 I® 

消熵装置G-2/RLR2およびG-4a/Rlは3フmm BK3フ機関砲を搭載 
Me210/410と同じ丸いスピナー 

圓故き^p.. 

嫌‘...か.: 

て培化.ド 

•謂鱗 m 
ふ 

1945年3月21日、フリッツラー基地を占領した米軍が鹵MU撮影した9/NJG1(第1夜間戰閼航空団第9飛行隊）のBfll 0G-4/R3 (G9+ 
ST)oFuG220 SN-2dレーダーのアンテナやMK108 30mm機関砲などの装備は撤去されているものの、300リッター入り増槽、大型消焰 
ダンパー、爆弾ラック、丸みがついた大型スピナーなど、最前線に配備されていたBfllOGの詳細な姿が鮮明に写っている 

^■神ij ■ilii ' ~ , ■ -H&wmai iT；a>lria mi ft'fcfiP-gyiWC •/r -ip ^ faiWiti t七^1 fl-li q H 

“V，, W： 

ダー、テレフンケン?110202リヒテ 

ンシュタィン30を搭載して跹11〇 
F-4aとなった。このF-4aは機f下 

面のMGFFX2を同じ20_ながら 
弾道特性の鹿いMG151X2に換 

裝する改aも受けたが、レ^ —ダ^—ァ 

ンテナにょる抵抗の増大、重量增加 
などのため最大速度は高度6000 

mで5ioJ hに低下し、航続距離 

も840Jと不十分なものとなった。 

夜空を騮ける双発の騎士 
レ—ダ—、重武装を活かして4発重爆迎擊に活躍 

42牢に入るとRAFボマーコマンド 
の夜問空襲が激しさをエスカレI卜 

させてきたため、夜戦隊の強化にょ 

ぅやく本腰が入れられることにな 
り、武装を強化した本格的な夜戦夕 

ィプBfloF"4、及びGシリーズ 
の景産が開始されるとともに、機上 

レーダーやロケット弾などの新兵器 

開発も急速に進められた。 
BflloF-4は、^^2の)]|»1体rM 

に：^仄10830_機関砲X2を収容 
したトレイを追加装備し、方向舵の 

大型化などの改良を加えたモデルで、 
42尔9月には待望の機L迎擊レー 

なお1943年夏以降、F-4の多 
くの機体がMK108のトレィと旋 

回銃を外し、代わりに胴体後部に1 

K1〇 8 X 2 を斜め卜向きに搭載す 
る、いわゆるシユレ^^^ゲ.ムシ._ク 

(ジヤズミュージツクという意^)を追 

か^備したF - 4 TL に改造され 
た。この方式は日本の斜め銃と発想 

ネ』じくするもので、サ^^チライト 

に照らし出された防御の比較的弱い 

がスタートしたC先fIM産啡E* 〇と 
量産型E,1の初期型はDB6 01 

Aを搭載していたが、問もなくDB 

6 〇1Nに切り替えられた。サブタ 
ィフと.^てはシユパンナ^ •アンラ^ 

ゲと呼ばれた赤外線索敵装置を装 
備した夜戦型Ei\ul、3人目の 

クルー(管制官)席を設けたE -1/ 

U 2 、胴体下のETCloooラック 
を装備してloookg爆彈x 2を搭 

載可能としたE-1/R2があつた。 

42年になるとE-1/R2の尾部 

に救命ボ^~卜を追加した戦y爆mt 

機3{101::1.3-2、\10卩1-^と胸体の 
爆弾ラックを取り除き、カメラと後 

ガ個定銃(M G7X 2 )を搭載した：4IS 

真似察機E-3の屯産が始まり、少 
し遅れて D PQ 6 〇1F {13 5 onp) 

を装備したFシリーズの生産が並行 

して開始された。?-0は^^，1のェン 
ジン換装型、F-1はその装甲強化 

型、F*2はETCラックを取り除い 
た提距離戦闘機、F-3は写與偵察 

型である。 
空軍の当初の針画では所^^^-〇の 

M産は幻年n月に終了し、後継機 
ル21〇屯産に移；仃するはずだった 

が、：；1210がとんでもない失敗作 

となったため所10にいっそぅの 
改良を加えて量産を続けなければ 

ならなかったのである。なお本機に 
限らずドィツ機はバリェ^—ションが 

非常に多いのが特徴だが、-;要なモ 
デルチェンジの他に、キットによる现 

地改修はR記け、工場改修はU記号 
で表記されている。 
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ヘンドンのRAFミュージアムソ讣ル•オブ•ブリテンホールに展示されている、元3/NJG3(第3夜間戦闘航空団第3飛行隊）所属のBf110G-4a。機首のFuG220 SN- 

2cレーダ™やMK108 30mm機関砲に迫力がある。この角度から見ると、さすがに同じスタッフが設計した機体だけあって、名機Bfl09と胴体などのスタイルが似通って 
いる（写真*松崎豊一） 

hが夜戦型F-4とg-4)、44 

年が1518機(大部分G- 
4)となつており、いかに夜戦 

としての本機が11-用されたか 
が分かろうというものだ。 

夜戦刑-f-lBi^^-1〇をMも使い 

こなしたパイロットを一人挙 
げるならば、121機を^墜 

ドイツ夜戦隊の至宝といわ 
れた、第4夜間戦闘航空団司 

令：ンユナウフTI少佐になる 

だろう。彼は別110 0-4を 

縦横無尽に操って「サン•トロン 

(所属栽地の名前)の幽霊」と 
呼ばれたが、特に！5年2月1 

日から22日にかけての夜に 
は、合針9機のランカスターを 

颦墜するという離れ業を演じ 
ている。その他、レント大佐(1 

13機)、シユトライプ大佐(68 

機)、モイラー大尉(JS機)、 
シヱ^—ネルト少佐(65機)、ドレ 

ヴェス少佐(仙機)などの工^~ス 
達がいずれも6[10を愛機 

として大部分の戦果を挙げた 
こと(しかもその多くはハリ 

フアツクス、ランカスターなど 
の4発重爆)は、本機が優秀な 

夜戦だったことの何よりの証 
左だといえるだろう。 

カンプ•ツエアシユテ"ーラ^—と 

して多大の期待をかけられた 
その誕虫から、電繫戦におけ 

る短い栄光の時、そしてバト 
ル.オブ，ブリテンにおける挫 

折、戦闘爆撃機•迎撃機とし 
ての再起と夜間戦闕機として 

夜覼S騾遂機と共に戰〇たHIスたち 
多くの「重爆殺し」を生み出したf 〇 

Bflloの総生産数は6 050機 
とも5 8 7 3機とも言われている 

が、1943年が1509機(半数以 

の最後の輝きの〕々まで、6[110 

は用兵側の思惑と戦局に翻弄され 
ながらも、Mも長期問にわたつて戦 

い続けた双発重戦となつたの 
である。 

爆撃機の腹に潜り込んで射撃する 

といぅ、夜戦にとってはかなり効果 

的な攻撃法であった。 
班丨_の性能向上計画の一環と 

して41年夏には0已6〇56-1(離 
昇14 7511?)に換装した财10 

G-oが作られ、MGFFをMG15 

1に換えたG -1を経て、迎撃機、戦 
關爆撃機の両用途に使用できるG- 

2が量産に入り、2年5月以降部隊 

配備が進められた。 
BflloG-2は大型方向舵の採 

用、脚構造の強化、後部旋回機銃の 
連装化(MG1Z)、エンジン吸/排 

気系統の改良などが行われた他、胴 
体下面にはETC500爆弾架X 

2、またはMG LQ T-HX91 のトレ 
ィの装備が可能となった。なおGシ 

リーズの外見上の特徴は、エンジン换 
装にともなってプロペラスピナーがMe 

210\410と同様の丸みを持っ 

たものに換えられた事だ。 
G - 2型のサブタィプとしては、]1 

体下面に大火力のbk3,737_^ 

を搭載したg*2\r1"R1に酸化 

窒素使用出力増加装置G M -1を搭 
載した G-2/R2、機Iの MG17X 

4 に換えてMK 108 X を搭載し 
たG-2 \r3、bk3 ■ 7とmkio 

8X2を搭載したG - 2 R - 4、R 

4にGM_1を加えたG-2 R5が 

作られた。 
G -2量産開始後間もなく、写真 

偵察型93、夜戦型G-4の生産も 

並行して始められたが、2年夏から 
配備が始められたG-4各型が所1 

loのなかで最も大きな活躍を見 
せることになる。G-4の武装はF- 

4と同じだが、レーダー搭載を当初 
から予定していたこと、英空軍の 

ジャミングに対抗するため無線機と 
IFF (敵味方識別装置)を換装し、 

ブラインドアプローチ受信機を搭 

載、大型消焰ダンパーを装備するな 

ど夜戦としての装備を充実させたこ 

とが特徴だった。 
Bf.^™^ CDG~ のサフタイフとし 

てはシユレーゲ.ムジーク装備型の 
G-4\ul、アンテナが小型化され 

た?じ0212リヒテンシユタイン 

C-1レ^—ダ.—を搭載したG14 ..,11 

5、同レーダーに加えて英国爆撃機 

の後方警戒レーダー•モニヵの電波を 
探知するための^^02213ローゼ 

ンダールAルべを搭載したG,4\ 

U6、レ—ダ彳は同じながら大型の 

4ポール型アンテナを装備し、GM- 
^^パワーブースタ^~を追加したG ■ 4 

\U7、長距離型のG -4/U8が作 

られた。1943年秋になるとU 7 
仕様が標準とな〇たためG-4 aと改 

称され、このG-4aに対し、G - 2と 

同様のR— (yi砲装備)、R2 (G 

\1-1装備)、卩3(が冗10 8)2)改 

修機が作られた。 
更にG-4のサブタイプとしては、 

RAFのゥインドゥ作戦(チャフ撒 
布、ぬ年7月如日使用開始)に対抗 

するため?:3 0212に加えて長波 
艮レーダーFUG 2 2 〇リヒテンシユ 

タインsN,2を搭載したG -4 b、 
最短探知距離が改善されたFUG2 

2 0 bの導入にともなつてFUG21 

2を取り外したG, 4 C、低抵抗型ア 

ンテナ装備£!^02 20 5を搭載し 

たG-4 dが生産され、その各型に 
対しRl、R2、R3仕様改修機が作 

られた他、^2と尺3を合わせた尺 
6仕様、1^3仕様の長距離型尺7、只 

3の从尺108をが0151に換装 

した^4仕様改修機が作られた。そ 
して194 5年3月、最後の所1 

OG-4\R3がラインオフして本 

機の生産は終止符をぅったのであ 
る。なおG型と並行してDB6 0 5 

E装備のRfloHシリーズの生産 

も計画されたが戦況の悪化にょり 
実現することなく終わった。 
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SEND US! your amazing nhotos of the military aircraft taken af any Dla<ef to Monthly Magazine Jwinqs,IKAROS PUBLICATION,LTD. 
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このページでは海外で撮影された新しい軍用機やめずらしい軍用機の写真をご紹介します。特別塗装機や変わった塗装の軍用機など大歓迎なので、みなさまからの投稿をお待ちしてお 
りますウイング編集部』までお送りください。 

10月5日、アメリカ•ロサンゼルス北 
部のハンセンタム湖でウォータード 

ロップのデモンストレーションを行う 
LACFD (Los Angels County Fire 

Department)のS-70Aフアイヤーホー 
ク（Fire hawk/N160LA/製造番号 
702453)。同消防が2機導入したうちの 

■r 

全世界的 
1機でこの日、アメリカのメディアに言己 
者公開した。S-70Aは胴体下に1000ガ 
ロン（約3785.3リットル）の水を搭載で 
きるウォータータンクを設けたため脚が 
長くなっており、13人の消防士が搭乗 
できる。 

サウジアラビアのレアな機体を発見! 
スイスのバーゼル空港にオーバー 

ホールのため飛来した、サウジアラビ 

ア国防省に所属する医療輸送航空機 
(Saudi Medical evacuation/Div卜 
sion of Saudi Ministery of Defense 

& Aviation)〇写真右がリアジェット35A 

(HZ-MS1)、写真左がガルフストリーム 

1(HZ-MS3)。同省にはこの他にガル 
フストリームF (H Z - M S 4)とガルフスト 
リーム V(HZ-MS5)、0130H-30(HZ- 

MS08)、L-100-30 (HZ-MS06/HZ- 

MS09)、V0130H (HZ-MS01 9/HZ- 

MS02/HZ-MS07)も所属しており、こ 
れらはリヤド空港をベースにしている。 

v:.:麟 

Photo： Phodocu/Van 

リング 
フリータムに参如 

11月9日、オランダ政府は自国の空•海軍 
をアメリカ軍の『エンデューリング•フリーダ 

ム』に参加することを決定し、艦船や航空機 
による補給を行うことになった。参加人員は 
1200〜1400名で、空軍からはF-16AMが6 

機、KDC-10が1機、C-130H-30が1機参加。 
海軍からはP-3Cが4機、フリゲートが3隻 
(S卜14リンクスを搭載）、潜水艦1隻などが 
参加することになった。今回は直接の攻撃に 
参加しないが、6機のF-16AMはアフガニス 
タン近郊の基地に展開し、中高度からの写 
真偵察を行うことになる予定である。 

第334飛行隊からは空中給油機のK DC-10とC- 

130H-30が_1機ずつ参加。また、今回派遣されること 
になった、フォルケル基地の第311飛行隊のF- 
16AMは偵察ポッドを装着し、中高度から写真偵察を 
行う 

Photo ：KJKEGAMI 

新しいホークー族を見た! 

Text and Photos： Eric BANNWABTH 



Photos and Text:Eric Katerberg.Phodocu/Van Rijn 

今回ノルウエー空軍は第331、第334飛行隊の両飛行隊から計4機のF-16AM/BMを参加させた。 
写真は主翼にサイドワインダーとAMRAAM、胴体下にALQ-131ECMポッドを装着し、レーワルデン 
基地を離陸する F-16AM (Photo I Eric Ka ter berg) 

フィンランド空軍のF/A-18Cを国外の演習で見ることはめずらしい 
(Photo:Phodocu/Van Rijn) 

ベ.や，麥 

レ:..#:-.-;•:.'.'ベ.:..-, 

... .ふメ. 

...•: 
•1-- .•.マソ.‘-. 

フリージアン•フラッグ初参加となったフィンランド空軍からは第21飛行隊のF/A-18Cが計6機参加。1日4ソーティのフライトをこなした（Photo:Edc Katerberg) 

ドイツからはJG71(第71戦闘航空団）から4機のFイFが参加し、1日2ソーティのフライトを行った 
Photo： tnc Katerberg) 

-一， 
.."乂 ,1-. 

ノルウェー空軍からはF-16のほかに第717飛行隊からファルコン20EGM-5も参加し、いままで米海 
軍のEA-6Bが演習で実施していたECM訓練を担当した 
(Photo:Phodocu/Van Rijn) 
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1◦月15〜26日、オランダ北部のレー 
ワルデン（Leeuwarden)空軍基地で 
ヨーロッパ各国の空軍機が参加する 

「フリージアン•フラッグ」が行われた。 
フリージアンとはオランダ北部のことを 

フリースランドと呼んだことからきてお 

り、演習の前身である「DIATIT(Diana 

Tactical Instructor Training)」は1992 

年から始まっている。翌年に行われた演 
習はAWACSが参加したため、名称が 
f DIAWCS」に変更され、1997年にAW 

ACSが不参加となるまで「DIAWCS」の 
名で演習が行われた。1997年と1998 

年にAWACSが不参加となると、再び 
fDIAT1T Iの名称に復活したが、参加国 
が増えたため「Frisian Flag (フリージ 
アン•フラッグ）」となった。 
この演習はNATO間の相互協力を目 

的としたもので、今回はドイツ、フラン 
ス、ノルウェーvフィンランド、オランダ 
の各国が参加、NATOからも£-3八 

AWACSが参加した。例年はアメリカ軍 

フリージアン•フラッグ2001のホストユニットとなったオランダ空軍レーワルデン基地の第323飛行隊y同基地には第303、第322、第323の3つのF-16 
飛行隊が配備されている。なかでも第323飛行隊は戦術訓練•評価および標準化飛行隊(TACTESS:Tactical Air Combat Training and Standard¬ 
ization Squadron)となっており、兵器訓練教官の養成などを行っている（Photo:Eric Katerberg) 

が参加しているが、今年は「エンデュー 
リング•フリーダム」のため不参加と 
なった。演習期間中はAWACSがドイツ 

国内から展開した以外は、すべての航 
空機がレーワルデン基地をベースに 
ミッションを実施。オランダの北の空域 

を使用し、アメリカで行われるレッドフ 
ラッグ演習のようにブルーフォースと敵 

NATO各国が集合する演習 

役のレッドフォースに分かれて演習は 
進められた。 
次回のフリージアン•フラッグは 

2002年の10月に開催される予定に 
なっており、より一層のリアリティを増 
すため、ブルーフオースと敵役のレッド 
フオースを別々の 
であるという。 

地に分けるつもり 

フリージアン• 
フラッグのロゴ 
(Photo：Eric Katerberq) 

•フラマグ2001 
ri. . ； '• . -，1- ■- :•へ, 

フランズ空軍，第職闘航空団第2戦闘飛 
ラージュ2000N搬機参加した。ヨーロッパにおけるNATO 
であるフランス空軍だが、ミラージュ2000Dが参加することが 
ラージュ2000Nが参加することはめずらしい(Photo: Eric Katerberg) 



FREE FLIGHT MPRACTICET,i4MISSiON 
の3つのモードで楽しむ 

文/駒沢丈治 

JetCopter X』 

発売：株式会社アクアシステム 
http://www.aquasysteiTLCo.jp/ 
japanese2.html 
価格: 4980円+税 
対応環境：プレイステーション 
周辺対応機器：デュアルショック 
メモリーカード：1ブロック使用 
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はの機動性が求めら 
れるものばかりで、 

なかなかよくできて 
いる。 

操作は 
簡単だが、 

操縦は難しい 
操作方法はとても 

単純だ。基本的には、 
左右のアナログス 

テイックのみ。左側の 
アナログステイックで 

コレクテイブとラ 
夕I、右側のアナロク 

ステイックでサイク 
リックのコントロール 

を行う。ようするに、 

左手で高度と速度を 
調整し、右手で向きを決定するという 

わけだ。こんな具合にとても直感的 
で、ただ飛ぶだけなら、すぐにでもマス 

ターできるに違いない。 
しかし、思ったとおりに機体を操縦 

できるようになるには、かなりの練習 
が必要だ。狙った地点に正確に着陸す 

るにはコレクテイブの微妙なコント 
口 —ルが必要だし、ラダーとサイク 

リックの使い分けも難しい◦ホバリン 
グしたまま向きを変えたり、高度を維 

持したまま数メ tトル横滑りする動 
き(消火活動に欠かせない)ができる 

ようになるには、しばらく時間が掛か 
ると思う。逆にいえば、練習すればす 

るほどどんどん操縦テクニックが上達 
していくゲームなので、自らの成長を 

体感できるところが-c:etcopterf><の 
魅力のひとつといってもいいだろう。 
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/ ソコンのフライトシミュレ—夕で高い評価を得ているアクアシステムがプ 

レイステ—シヨンでへリコプタ—操縦ゲームを発売。ヘリ特有の機動力溢れ 

るフライトが家庭用ゲ—ム機で存分に楽しめるぞ！ 

クリア型のアクションゲームに近い内 
容だが、操縦感覚はなかなかリアル。へ 

リコプタ—ならではの機動性が存分に 
楽しめる、とても気持ちのいい作品だ。 

6種類のミッションに 
挑戦=: 

ではさつそく始めてみよう。 
『しetoopter X』のゲ—ムモ—ドは、各 

マップを自由に飛び回ることができる 
〃FREE FLIGHT"モ1ド、操縦 

方法を課題ごとに学ぶことができる" 
PRACI-1CE"モ—ド、与えられた 

ミッションに挑む"MISSION"モ— 

ドの3種類だ。まず最初に"PRACT 

ICE"モードで離着陸やホバリング、 

飛行の基礎をみつちり学び、それから 
MISSION"モ—ドに入るというの 

が基本になるだろう。〃FREE FLI 

GHT〃モードはオマケ的な位置づけ 

だが、ある程度上手に飛べるよぅにな 
ると、思ぅ存分空の散歩が楽しめるこ 

のモfドが、実は一番楽しいかもしれ 
C. \ 〇 
なし 

"PR ACTICE7モードはとても 

よくできていて、「離陸せ 

よ」「着陸せよ」といつた簡 
単な課題を順にクリアし 

ていくことによつて、操縦 
方法が自然に身に付くよ 

ぅになつている。課題を繰 
り返すぅちに計器類の見 

方もわかつてくるので、ほ 

とんどマニュアルを見る必 
要がないほどだ。 

"MISSION% —ド 
では、指定されたル—卜を 

正確に飛行する〃観光フラ 
ィト/複数の場所に農薬 

を散布する〃農薬散布，、空 
中に浮かぶメダルに体当 

たりしていく"宝探し，、貨 
物コンテナをフックに引つ 

掛けて運ぶ〃貨物運搬"、燃 
え盛る建物に消化剤を噴 

霧する〃火災消火'遭難し 
た人や溺れかけた人を引き上げる"人 

命救助，の6種類。いずれも制限時間 
が定められていて、すばやく行わなけ 

ればならない。ゲ—ム性重視のデザイ 
ンだが'いずれもへリコプタ—ならで 

フライトシミユレ—夕の多くはPC 

用' より正確にはWindows用として 
リリースされている。家庭用ゲーム機 

に比べて表現力に優れているし' コン 
トロ—ル用デバイスの融通がきくとこ 

ろもPCが好まれる理由のひとつだ。 
しかし、それが逆に堅めの作品につな 

がり、誰もが気軽に楽しめるソフトが 
減ってきていることも否定はできな 

い。どのソフトも、分厚いマニュアルは当 
たり前。計器類も複雑で、初心者には 

離陸すらままならないものもある。そ 
れはそれでよいとしても、もつとカン 

タンに楽しめる作品を望んでいる人 
も多いのではないだろうか〇 

そこで今回は、誰もが気軽にへリコ 
プターの操縦を体験できる、アクアシ 

ステムのプレイステーシヨン用ソフト 
「JetCopter X|を紹介しよう。フライ 

トシミユレータというよりミツシヨン 



操縦に惕れたら、“MISSION”モードに挑戦してみよう 

基本的な操縦は、左右のアナログスティックで行う 

' 

k'jf、::'产:喊 i •：•:•<• '• .t H 
.槪:， 

邏顯.， 

i^=i» ii*'V 

咬-. 
:_.: 

1 

j ^ ill ... IflHaiiiBaBi 
< '火jズ爾^ 
別玨地帯に火災発生H空中から現場 
に近づき、化学消化剤を撒いて鎮火 
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扩 ら 助 ち 

ちよく大空を 
飛び回ること 

ができた。各 
機体の特徴も 

わかりやすく 
シミユレf卜 

されていて、 
フライトシミユレI夕 

…とくにヘリ系の作品 

で定評のあるアクアシ 
ステムの実力を感じる 

用意されているミッ 

ションに挑むのも楽し 
いが、フリーフライトで 

ただ飛び回るだけで 
も、十分この作品の「爽 

快感」や「開放感」を満 
喫できるのではないだ 

ろぅか。 
冒頭にも書いたよぅ 

に、；Jetoopterxj はフ 
ライトシミユレ—夕で 

はなくアクションゲ— 

ムに近い作品だが、だか 
らこそ誰もが気軽に楽 

しめる「やさしさ」があ 
る。休日の午後、コタツ 

に陣取って空の散歩を 
楽しむにはもつてこいの 

1- 本だ 

や、"農薬散布"モ—Kなら'自機を真 
後ろから眺める"BACKVIEW" 

モードが楽だ。同じ場所にホバリング 
して留まらなければならない〃火災消 

火，や〃人命救助，は、夕—ゲットを真 
上から確認できる"TARGETV- 

EWAや、第三者の目で操縦する〃RA 

DIO C 〇 NTROLVIEWへがいい 
だろぅ。飛行中はいつでも自由に視点 

を切り替えることができるので、シI 
ンに応じて使い分けたり、あえてひと 

つの視点でミッショ>クリアを目指す 
といつたプレイも楽しめる。 

休日の午後に 
空の散歩を楽しむ 

正直なところ、PC系のフライトシ 
ミュレータを見慣れた筆者の目には、 

『Jetcopter X』の画面は稚拙に感じら 
れた。なんといっても解像度が低いし、 

プレイステーションの性能ではモデリ 
ングにも限界がある。I」の手のゲ—ム 

が家庭用ゲ！ム機でプレイできる点 
は高く評価するが、「できればPS2 

用として作つてもらいたかつた」と思 
うことしきりだ。贅沢な注文かもしれ 

ないが、本気でそう思う。 
しかし、最新のビデオカ—ドや1G 

HZクラスのCPUを搭載したパソコ 
ンを用意することなく、CDtROMを 

ボンとセツトするだけで楽しめてし 

まう魅力は大きい。左右のアナログス 
ティツクを使つた操作も快適で、気持 

タイプの異なる 
5種類の機体を乗りこなせ 

さまざまなミッシヨンに対応するた 
め、このゲームには5種類のヘリが登 

場する。自家用や訓練になどに使われ 
ている小型のロビンソンR-22'観光や 

航空写真の撮影などにも使われる汎 
用機アエロスパシアルAs350"中型 

で機動性に優れた川崎/mbbbki 

17、タンデムロータ—採用の大型機. 
川崎\ボ|イングKV-107バート 

ル、世界初の実用軽へリコプタ—の川 
崎\べル47GAなど。ミッションによっ 

ては選べる場合もあるし""FREE F 

LIGHT"モ—ドなら好きな機体を 

使って飛ぶことも可能。操作方法は同 
じだが、巡航速度や機動性に大きな差 

があるので、機体の違いによる操縦感 
の変化をパイロットの立場で感じ取る 

ことができるに違いない。 
また、飛行中の視点を選べるのも、 

tzetoopter X』ならではの特長だ。臨 

場感第一で楽しみたいのなら、自機の 
コクビツトから眺める、"000べ0- — 

T VIEW%!ドがI番。、"宝探し， 



1機撃墜。もう1機にも照準が合った 

驚くほどリアルな質感。このクオリ 
ティで迫真の空中戦が楽しめる 

[SIDEWINDER FJ 
発売：アスミック•エース 

エンタテインメント 
http://www.asmik-ace,co*jp/ 

game/index.html 

対応環境：プレイステーション2 
価格:6800円+税 
(FLIGHT FORCE同梱パック: 

12800円 +税) 

周辺対応機器:デュアルショック 
2,FLIGHT FORCE、フライトス 
ティック 
メモリーカード：81KB以上必要 

ayStation d 

の様々な場所を転戦し、空母からの発 

進や狭い峡谷での戦い、対艦攻擊や要 
塞の攻略、巨大ヘリの撃墜などバリ 

エーシヨンに富んだ戦いができるとこ 
ろが楽しい。 

主要戦闘機が次々に登場 
スト—リーは架空の設定だが、戦闘 

機は F-14D、F-16C、F\Ar18E' F— 

15EF-22EF200o、JAS39グ 
リぺン、M—G-9lj-yなど、現実に 

存在する機体がそのまま登場する。た 
だしこれらは最初からすべてが選べる 

わけではなく、ミツシヨンをクリアす 

ワイン 

出擊する 
根強い支持を誇るサィドワィンダ—シリ—ズの 

最新作が、よりパワ—アップして帰つてきた。PS 

2の性能を最大限に引き出した圧倒的なリアリ 
ズムと迫力を体感しよぅ i^^i' fe 

だ温暖化とオゾン層の破壊 
によつて、世界は危機的な状 

態にある。海面は上昇し、沿 
岸部分にある多くの都市が 

水没してしまつた。各国は食 

料と資源の奪い合いで険悪な 
状態となり、世界各地で紛争 

が起こつている。その紛争に油 
を注ぐ形で武器の輸出を行つ 

ているテロ国家に対して、国 
連は「武力による最終解決」 

を決定。プレイヤ—は、新たに 
組織された国家的軍隊 

「Frontier Nations(FN)」の 
パイロットとしてこの戰いに 

参加する……といぅ設定だ。 
与えられたミッシヨンを順 

次クリアしていくキャンぺ一 

ンモ—ドの他、それぞれのマッ 
プでドッグフアイトをとこと 

ん楽しめるトレーニングモー 
ドも用意されている。世界中 

黄 

一 

て- 

• i 1 

ることによつて少しず 
つ選択肢が広がってい 

く仕組み。戰闘機のバ 
ラメ—夕はSPEED 

蟇高速度)、：2〇10|し 
ITX機動性)、R AZ 

GE(航続距離}、FCS 

LV-.{火気管制システ 
ム)、STEAL THLV. 

(ステルス性能)の5つ。 

数値はかなりシビア 
にレ—テイングされて 

いて、選んだ機体に 
よって使用感や操作 

感はかなり違う。また 
離陸前にはペイロ—K 

に積む武装も選べる 
ようになつているの 

で、ミッションの内容 

(対地•対艦攻撃か空 
中戦か)や戦う相手によって最適な組 

み合わせを見極めなければならない。 

戰闘は随伴する僚機とともに行い、 
その数や強さを変更することも可能。 

僚機の数を増やしたりレベルを変える 
ことによつて、ゲ—ム全体の難しさを 

調整できるようになつている。この手 
のアクションゲ！ムが苦手な人も、ま 

た得意な人も、自分にとって程よい難 
易度で楽しめるというわけで、これは 

とてもいいアイデアだと思う。 

迫力の戦闘シ—ンH 

なんだかちよつと、コワくなるほど 
よくできたゲ—ムだ。まず度肝を抜か 

れたのが、登場する機体のモデリング 
だ。全体にくすんだ色使いで、ズシリ 

と重量を感じさせるデザイン。軽く汚 
れているところが'"兵器"としてのス 

一：''-; 
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フライトアクションのおもしろさ 
は、臨場感で決まる。航空機に乗つてい 

るという実感、自分が操縦していると 
いう実感をどこまで感じられるかに 

よつて、作品の魅力が決まるといつてい 
いだろう◦そのためには映像の美しさ、 

スピード感"そしてキビキビとした操 

作感が必須なのだが、これらすべてを 
満たした作品となるとまだまだ少な 

いのが実情だ。 
しかし、今回アスミツクスが発 

売したPS2用フライトアクション 
『SIDEWINDER Fhなら"存分に 

楽しんでいただけるに違いない。最新 

銳戦闘機の操縦を、そして息詰まるよ 
うな戦闘シーンを心ゆくまで味わい 

たいあなたにおススメの1本だM: 

スト1U1仕立てで 
ミツションを楽しむ 

『SIDEWINDER F iの舞台と 

なるのは、近未来の地球。急激に進ん 



.■ザ*•: -p 
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戦場はミッションによって変わる:,地形に合った戦い方を考えよう 夜間の戦闘燔犟ミッション。接近してAGMで攻撃だ 

ゴみを漂わせている"派手な色使いや 
わざとらしい演出がなく、淡々と、ま 

るで実写フィルムのよぅな映像でプレ 
ィすることができる。実際、飛行中の 

1シーンだけを切り取つて見せたら" 
実写と見分けがつかない人が多いかも 

しれない。 
肝心の戦闘シ—ンの迫力もすばら 

しい。白煙をなびかせながら飛ぶミサ 
イルの描写や、様々な情報が見やすく 

表示されたヘッドアップデイスプレI。 
コクピット視点や機体後方など、4種 

類の中から好きな 
視点を選んで戦う 

ことができるとこ 
ろもいい。撃ったミ 

サイルの視点で表 
示される「カメラ* 

アイ」の映像も、単 
に迫力があるだけ 

でな、夕jゲット 

の破壊成功の確認 
にも役立つ。 

侮れない 
敵機の攻撃 

文章ではなかなか伝えにくいのだ 
が、機体の反応のよさ……というか、コ 

ントローラで与えた指示が即座に反 
映されるキビキビとした動作も、この 

ゲームをプレイして感じた魅力のひ 

とつだ。この手のフライトアクションの 
中には、映像はすばらしいのだが機体 

のコントロ —ルが鈍く、妙なラグを感 
じるものも多い」しかしsIDEW I 

nder Fjにはそうしたモタつきが 
なく、スムーズに機体を操ることがで 

きた。戦闘機を自由に操れること、思 
うままのマニユ—バを描けることが、な 

んとも心地よい。 

A —がコントロールする僚機や敵機 
の行動も、リアルに再現されている。プ 

レイヤーが対地攻撃に専念している間 
は僚機が対空戦を受け持ってくれる 

し、敵機の動きにも見えない連携のよ 
うなものを感じた。目の前の一機を追 

いかけていると死角から突然ミサイル 
を食らうこともある。なめてかかると 

痛い目にあうだろう。 

『FLIGHT FORCE』 

で感じた臨場感 
ところで今回は、ロジクールのPS 

2用ジョイステイックコントロ —ラ『F 

LIGHT FORCE:を試すことが 
できたのだが、これがまた実にキモチ 

いい操作感だった。ほどよいサイズと 
扱いやすい重量。ツイストハンドル部分 

の握り具合もなかなかいい。『SIDE 

WINDER Fjに完全対応なのです 

ベての機能を使うことができるし、機 

体の〃重さ"や振動 
  を再現するフォー 

スフィバック 

能も臨場感を感じ 
させてくれた。 

実際に戰つてみ 
て便利に感じたの 

が、ツィストハンド 

ルの根元部分につ 
いているスロットル 

コントロールだつ 
た。左手ですばや 

く"しかも感覚的 

に速度を調整する 
ことができるので、爆撃ミッションが 

格段にやりやすい。またツイストハン 

ドルをひねると簡単に 
ヨーイングできるので、 

照準合わせも楽だ。 
もちろんsIDEWI 

NDER FはPS2付属 

のコントロ —ラでも十分 
に楽しむことができる 

やはりフオ—スフイ— 

ック機能付きのジョ 
イステイックnントローラ 

のほぅが機体を扱いやす 
いし'なにより臨場感に 

勝る。機会があれば、ぜひ 
一度試していただきた 

\ 〇 

rv 



森嶋猛 
(三敵県鈴攄m) 

キヤノンE0S3、EF100〜400mm F4.5-5.6 I IS, 1/500,シャッター優先； 
フジクロームトレビ400、2001年S月11日、松烏基地 
钃4機でのフイールドアクロを繰り広げるブルーでt；早く6樺での演技が見たいであ 
斑者の此こ '凝雜絲恶從: 

逆光気味ながらキヤノビーが光って印象的な仕上戲りになった， 
パイロットたちの懸命なトレーニングの様子が垣間見られて気持ちいt 〇 

m ■姑 

ENTRY N0.334 松野真司 {埼玉県右冯山町) 
ニコンF4，S、AFニッコール180mm F2.8、XL6テレコン、1/250、 
シャッタH*先、フジクロームプnビアlOOF(RDPIN)、2061年10月3日、百里基地 
♦年に一度ぐらいしか見ることのない、訓練によるBAK-12(編集部註：地上のアレスティングギア)の 
ヒット。それもRF*4gで：尤Fィ5と違って火花は出ていませんが…‘霞S_Sg_:_;g嘗 
<通者のひとこと > を霧:.裏裙 
アレスティングフックを引きずる様f見事〖こ捉えた。角度が最高。 
，くックの建物が機体に聰れたらも^)とよかった。 
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一 SS BS隹抓 
(神祭川Mm模肪レ） ENTRY No.336 

二9ンFE10、ニッ卩ールAF70〜300mm F4.5,5_6' シャッター優先、 
1/60,フジブロビアF(HDPIH). 2001年8月31日、東富士演習場 

•ぬかるんだ地面を泥水をあげなが&|t擊位置にむかう90式戦拿ですn 
<逝者のひとこと:> 
1/60での流し撮りが見事に決まった。本物の草で迷彩を施した 
90式戦車が泥水をはね上げる姿に気後れせずによくぞシャッターが切れたと思う 
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ENTRY IU0.33S 佐藤恭一 __纖麵 
キヤノンEOS3、EF100〜4fl0mm F4S5名 I IS、1/500, {5.6. 
フジブロビア(RDPif)、2001年8月23日、松島基地 
馨松島基地航空祭直前のブルーイン/ 0レス。 
青空でスモークがとってもきれいでした。 
く選者のひとこと> 
ブルーインパルスを撮れる喜びが画面にあふれている。 
もっと絞って空の濃さを落とじTもいt、と思う。 

ENTRY 亂337 妒★轉：ム 师小興メロ 

(北海道札幌市） 
ペンタックスMZ50、シグマ170〜500mm、1/350、シャッター優先、 
コニカセンチユリア200、2001年11月15日、千歳基地 
書夕藤の中VアプローチするF-15Jです。自分の中では納得する1枚でt； 
<进者のひとこと> 

今にも雲に隠れる寸前の太陽を、よくぞ見逃さずにアブローチするF-15Jと輦ねた& 
劇的な一枚とじr大きく伸ばじr自慢できる作品だと思％ 



ENTRY N0.330 大山浩明 (茨城県玉ift村) 
キヤノンEOS55、EF75〜300mm F4.5-5.6 USMV1/500. 
シャッター優先、コニカXJ40CK 2001年8月31日、東富士演習場 
馨雨上がりの不整地。悪路で姿勢をくずさず、 
バイク上からしっかりと目標を捕捉する偵察隊員で 
<通番のひとこと> 
悪路をものともせずに小銃を構える隊員も隊員だ扒 
こんな小さぐC速い被写体をよくぞフアインダーで捉えて、 
さらにここでシャッターが切れた。 

^ —— 
ENTRY 1110.338 

夢:. 1■.ミ.. 

鼸者が選ぶベストシヨ^卜 

久保田雄三 
i静岡県浜松市） 

キヤノンEOS Kiss ill, EF75-300mm,プログラムオート、 
フジべルビア（RVPK 2001年9月20日、浜松基地 
馨夕隕を浴びてタキシングをする第601飛行隊のEマ67です」 
機体に光が反射じいれぃでした。 
<選者のひとこt> 

夕日の角度が絶妙で、E-767の胴体がギラリと光ったのが勝因。 
特徴あるレーダードームや大きなエンジンがしっかりとシルエットに浮かんでいる。 

ま1，(¥ 

“12月号ベストショットMは 
エントリーMo-328小林則夫さんです! 

ぉめでとうございまt； 4 

みんなからの投票を待づてます1 
「写真撮ろうよJに採用された写真には枚 
1枚エントリーNo.をつけて、毎号、読者のみ 
なさんによる人気投票を実施じrいます: 
今月、あなたが一番いいと思うシヨ外を 

選んで、そのエンドリーNo•を本誌とじ込み 
のns者アンケートはがきiの所定の挪こ記 
入してください。結果は、次々号のこのべ一 
ジで発表します(今月号の発表は20d2年 
4月号)。今月は誰が1等賞になるのか？力 
ギを握るのはあなたの1票です!！ 
さらに！半年ごとに獲得票数を集針し、 

最も票数の多い作品を改めて発表。ここ 
で見事1位になった方には、賞金(1方円} 
を贈呈します。 
どしどし応募して、どしどし選んでくださ 

いね!！ 
mmmこのコーナーは、読者の皆さんが撮 
影した写真を掲載するページです，対象は軍用 
機のほか、兵器 < 艦船、戦車、:軍人など、軍用 
機や軍にまつわるものなら何でもOK。機体のア 
ップはもちろん、情景写真や芸術系の写真など 
も歓迎します。撮影の時期、場所、イベントは夕 
イムリーなものかぺターです。 
〇写真1枚1枚に次のデータを添付してください 
〇郵便番号、住所、氏名(ふりがな 電話番号 
€4撮影場所、撮影年月日©撮影データ(使用し 
たカメラ、レンズ、絞り、シャッター速度、フイルム） 
©撮影した航空機などのデータ(写ってt、る航空 
機の所属部隊など、知っている限りの情報を明 
記してください）〇撮影者のコメント(撮影した印 
象、撮影にまつわるエピソード、感じたことなど)® 
ペンネームでの投稿は受け付けません。❸投橋 
はブリントでもスライドでもOKでt；プリントサイズ 
も問いません。採否を問わず返却できません^ 〇 
危険区域で撮影したものや制限を越えた場所、 
条件で撮影した作品は採用できません。❺締め 
切りは特に設けません。随時募集します。： 

t〒162"6616神楽坂KtVレ 、合わせ先 
イカロス出版月刊Jウイング編集部「写真撮ろうよ」 
係 TEL：05-326?-2734 FAX：03-3266-0639 
やこのコーナーに応募された作品でも、非常に話 
題性があったり、タイムリーな場合には、 
“FEVER! ”漏に掲載させていただく時があります^ 

ENTRY N0.340 
Omni F4.5^5*6 I IS、 
夕一儀先、フジプロビアF(RDPIll)、 

廣谷孝 
雨■ (紐翻肺) 
キヤノンEOS1V、EF100-40 
XI4テレコン、1/200、シャツダ 
2001年7月1日、横田基地 E| 

參夕暮れが始まる頃、帰投のため離陸するF-14 
アフターパーナーがキレイです〇 
<選者のひとこと> 
斜光の中をテイクオフしていく F-14の 
アフターパーナーが印象的だ。 
昼間の写真なのにアフターバーナーを 
きちんと写し込むのはけっこう難しいもの。 

0 

ENTRY №.341 大熊誠 (佐賀県中拟町） 
キヤノン300mm F4.1/500、 
フジスぺリア400、2001年10月21日、玖珠駐屯地 
•小雨の中で行われた駐屯地祭。 
模擬戦で展開する74式戦車でt； 
<選者のひとこと> 

74式戦車がこちらに向かってくる迫力。巻き上げた泥, 
雨に濡れて凄みを増した車体もまたいいQ 

写真操ろうよ」にご投稿いただいた方の写真は、原則として掲載、未掲載にかかわらず編集部に保管し、今後「jウイング」誌上で採用させていただく場合があります。その際は、謝礼(原稿料)に変えて写真クレジット{名前)を入れ、掲載誌を送らせていただきますので、ご了承くださt 



|Vol.42 ^ 
イ-!グルドライバー 

'八ツチ， 
Text:A.Rausu 

201SQ FIGHTING BEARS 
イーグルドライバーパッチのパロ 
ディは多いが、これもその1枚 

204SQ EAGLE DRIVER 
この配色以外にも2バターンの力 
ラーがあり、好みのものを選択して 
いる 

305SQ *01 Tac Meet 
Winner 

01戰競優勝パッチ。203SQと優勝 
を分かち合った 

EAGLE INSTRUCTOR 
23SQの教官用パッチ。独特な字体 
が目新しい 

201TFS EAGLE PLUS DRIVER 
元来は戰競用としてデザインされ 
た。白目があるのに注目! 

201SQ EAGLE DRIVER 
エンジン強化の「イーグルプラス」 
配備と戰競用をMIXしたらしい 

202SQ MIDNIGHT EAGLE 
■99 

硫黄島に展開し、夜間演習を行なっ 
た記念パッチ。南十字星に注目 

戀 

303TFS 1999 TAC AIR 
MEET IN KOMATSU 

99戦競出場選手用として製作。前 
年の98戦競千歳と同デザイン 

203TFS1 01 TAG MEET 
WINNER 

01戦競優勝記念として製作された 
ものだが、オフィシャルではない 

304TFS *99 Tac Meet Winner 
99戰競優勝記念で製作飛行隊に 
よって表現が違うので注目したい 
ポイントだ 

  

  

③⑩ 

EAGLE DRIVER 
デザインが逆版のパターン。右肩に 
イ寸けたとき、イーグルが正面を向く 

AGGRESSORS 
飛行教導隊用のパッチだが、販売 

用でオフィシャルではない。飛行機 
もスホーイ？ 

*これらのパッチはすべて、関係者の方にお借りしたものや各地の航空祭などで購入したものです。 
飛行隊では販売していませんので、問い合わせのTELをしないように！ 76 

F-15を自由自在に操るパイロット。彼らは自 

分たちのことを「VIグルドライバ1Jと呼ぶ。 
そして彼らのみが着用を許されているパッチが 

「イ—グルドライバーパッチ」なのである。 
パッチ自体は、米空軍が制定したもの。航空自 

衛隊ではF-U導入と共に、このパッチも『輸入_ 

してきたといぅわけだ。この例は先代のF*4で 
も見ることができ、フアントムE飛行時間パッチ 

がそれである。 
またいずれの場合も、登場初期は米軍のもの 

と大差ないデザインで、ちよつと「バタ臭い」鷲 
(イーグル)が表現されていた。その後、すぐにデ 

ザインをリファイン"現在に通ずるものへと変更 
され、大きさも直径肪■に統一されている。 

米軍タイプに比べ、より精捍な顔つきとなつ 

たイしクルドライバf,パッチは、当初こそ米軍才 

リジナルの配色バタfンしかなかったが、千歳の 
第2 〇1飛行隊が口 —ビジで全くのオリジナル 

を製作。これ以降' 空自イーグルドライバーパッ 
チは、どんどん華やかになってゆくのであるP 

さて第201飛行隊のオリジナルパッチはと 
いうと、米軍とも空自ともかけ離れたデザイン 

で、登場当時はビックリさせられたものである。 
つい最近まで同デザインを使用していたが、ご 

くノ—マルのイ—グルとしたデザインや、ノ—マ 

ルに近いデザインとしたパツチも登場している。 
イ—グルドライバ—パッチの取り付け方は、左 

肩に装着するのが基本。また、右肩に取り付ける 
と、イーグルが後ろを向いてしまうため、一時期 

逆バターンのパッチが製作されたこともあった 
が、オリジナリティを尊び今では消滅している" 

なお飛行隊によっては数種類の配色バターン 
があり、パイロットの好みで色を選んで取り付 

けていることもある。 
2002年こそ航空祭が復活し、そこでさま 

ざまな装着方法を観察できることを祈ろう。 

VIグル|$|プィバ|パッチ 
SII情糴 

これらのパッチの入手は'やはり航空祭 
に限る。と言いたいところだが、テロ戦争の 

行方により2002年の開催も不安定。そ 

の他の手段は皆無に等しい。コレクターに 
とつては'残念で仕方が無い。 

が、空自パッチの老舗'青森県三沢市にあ 

る(有)サンブラザー刺綿では、数に限りが 
あるがホ—ムぺ—ジ上でパッチの販売を行 

なつている。数量限定のため、発売即品切れ 
となるケースも多いが、こまめにチェックし 

て最新情報をゲットしよぅ。 
今後の予定として、FI86やF104時 

代の製品をリバィバル販売する計画もあ 
るとか。才—ルドフアンなら見逃せない 

ゾ！ 

(有)サンブラザー刺練公式ホームぺ—ジー 
http://www.sun-brother.com/ 



2000年の同時期にも迷彩 
M装のU H - 6 0 Jが登場したが、 
2001年は2機も出現した。写 
真上は11月14日13時頃、松 
島基地で撮影された松島救難 
除のUH-60上F-2ライクな 
ダークブルー2色の洋上迷彩 
が施された。ただし、日の丸の 
大きさは同じで、增槽までは塗っていな 
い。写真下は11月15日15時頃、小松基 
地で撮影された小松救難隊のUH-60丄 
こちらは陸自ライクというべきだろうかV 

グレー迷彩である。日の丸を小さくし、増 
槽も同色に塗っている&2機とも、日米共 
同救難訓練「コープエンジェル」に参加 
するために塗装されたが、結局訓練は 
中止になってしまった。写真右は11月15 

日、小松救難隊の通常塗装のUH-60J 

(#564)とともに、小松基地にUH-61U 3 

機編隊で着陸するシーン。フォトミツショ 
ンを実施していたらしい。 

た..... 

i= 

写真解説 
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*記事は撮影者の投稿情報をもと 
ものであり、編集部が内容の寧実関係を確 
語できていないものがありますcあらかじめ 
ご承知おきください。お気づきの点がありま 
したら、編集部まで情報をお寄せください 
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UH-60I (写真/佐藤智洋) 
JASDF松島救難隊18-4551 
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松島基地 



F-14A (写真/篠原淳) 

USN VF-154 NF-101 
b/ml61276 

塗勸鳙更されたVF-154のF-14 A 
写真上は11月16日15時20分頃，厚木基地のランウi<19に着陸する 

アメリカ海軍VF-154のF-14Aトムキヤッ1%隊長指定機のNF-101に新しく 
塗られたカラーマーキング機た。垂直尾翼は表裏ともにブラックに近いつ 
や消しのダークグレーで、斜めの帯は赤、ラダーの下部分にはこれまでの 
「BKR」の文字ではなぐBLACK KNIGHTSの文字と星条旗が記入され 
ているeところで、司令指定機のNF-100(b/n.161621)は2000年12月号 
の80ページで、テイルが黒一色になった状態を掲載したが、11月下旬の 
時点で機体全面ノーマークになってしまった。写真下はそのNF-100で、11 
月7日嘉手納基地で撮影，おそらく機体が交換されるものと思われるが、 
このNF-101がNF-100になるわけではないようだq写真右は11月16日12 
時10分、厚木基地のランウェイ01に着陸するF_14んNF-105,逄装パター 

ンは NF-101 と同様で、配色はグ 
レ同様のマーキングはNF-104で 
も確認されており、今後、この塗装が 
標準になるものと思われるaマニア 
の間でも、「かっこいい」と評判だ。 

F-I4A (写真/橋本裕明 
USN VF-154 №-105 
b/n,161271 

F-14A 
USN VF-154 NF_100 
b/n.161621 
(写真/久場悟） 

f城!益 

F-15E 
USAF 3WG/90FS 
90-0225 

(写真/東條広之) 
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11月25日11時すぎ、厚木基地の 
ランウェイ01を離陸するアメリカ空 
軍のF-15Eストライクイーグル第3 

航空団第90戦闘飛行隊（アラスカ 
  州エルメンドルフ〇地）の所属機 

で、11月21日、4機で飛来した:厚木 
には初飛来である，在韓米軍基地に 
一時的に派遣されている機体が、ク 
ロスカントリーのためやってきたの 
だろう。これも、横田基地が滑走路 
工事で降りられないおかげた：コー 
ルサインは"Shark01Right1*で、離 
陸後、嘉手納基地に向かった：胴体 
下前部に2個搭載しているのは 
LANT1RNボッドで、後部に2個搭載 
しているはバゲージポッドである3な 
お、一部の民放TVで、F-15E飛来の 
ニュースが報道されたため、週末と 
いうこともあり、離陸を}最影しようと、 
多くマニアが厚木に集結していたa 

離陸したF-15E 4機のシリアルナン 
ノ<_は、90-0247, 90-0250, 90- 

0253, 90-0255, 

厚木基地 

厚木基地 



  

CVW-5所属機の臟 
嘉手ttTの演習シーン 
写真4点/久場悟〉 

3 

F/A-18C USN VFA-195 NF-400 b/n.164968 

10月27日〜11月16日まで、嘉手納基地で 
CVW-5による大規模な演習が行われ、数々 
の兵装を搭載した機体を見ることができた。 
写真①はVFA-27のF/A-18C (NF-201)で、パ 
イロンにラックを介して訓練用の模擬爆弾 
(通称ナスビ)が複数取り付けられている。写 
真②はVFA-195のF/A-18C(NF-400)で、左 
右主翼下パイロンに1発ずつ1000ポンドの 
嫩.83爆弾を搭載」写真③はVFA_195のF/A- 
18C(NF-402)で、AGM-65マーベリック空対 
地ミサイルを搭載，写真④はVS-21のS-3B 
(MF-701)で、パイロンにはトリブルエジェク 

ターラックを介して500ボンドのMk.82爆弾 
を搭載している。なお、VAW-115とVACM36 
は、最後の1週間だけの参加だつたようで、前 
半は部隊個別、後半はCVW_5全体のストラ 
イク•パッケージの演習となつた模様展開し 

たCVW-5所属機のモデックスは次のとおり 
だ。F-14A(NF-100,101,105,111,112,113)、 
F/A-18C (NF-201,205,210,211,215), F/A- 

18C(NF-300,303,307,312,313), F/A-18C 
(NF-400,401,402,403,406)、EA-6B (NF- 

500,504)、E-2C (NF-602,603), S-3B (NF- 

701,702,704,705) 

VMFA-232の 
謎の行動 - _ (写真/久場悟） 

*//!-loC VSMC VMFA-232 WT-01 b/n.163714 
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11月13日、嘉手納基地で撮影された 
VMFA_232” Red Devi Is” の F/A-18C ホ- 

ネット。 隊長指定機の WT-01 だが、カラー 
マーキングはまったく なし。 機首には、 やや濃 
いグレーで，ワンポイントのデビルマークが 
入っている。この日、WT-06,10,12とともに4 

機で飛来した。VMFA-232は、2001年9月14 

日に岩国基地に到着したことが確認されて 
おり、9月末に日本を離れたVIVIFA(AW)- 
242との交代部隊と考えられたが、なぜか、す 
ぐ9月18〜22日頃に中東方面に移動してし 
まった]具体的にどこに派遣され、なんのミッ 
ションをやっていたのかは定かでないが、対 
イラク向けの“オペレーション■サザン•ウォッ 
チ”などの作戦を支援していたという説があ 
る。同時多発テロ事件以後、ペルシャ湾で活 
動していた空母が北アラビア海に移動U対 
アフガニスタン向けの作戦へと移行したこと 
から、対イラク作戦を陸上配備の戦闘機部隊 
がサウジアラビアなどに展開して支援する 
必要があったものと思われるからだ。そのよ 
うな実戦に関わっていたことを考慮すると1 
派手なカラーマーキングが落とされてしまっ 
たことも理解できるのではないたろうか。 

嘉手納基地 
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C-135K USAF 15ABW/65AS 59-1518 

空軍のVIP機C-135 
厚木に飛来 

(写真2点/橋本裕明) 

横田基地の滑走路工事のため、厚木にァ 
メリカ空軍のVIP輸送機2機が飛来した，11 

月19日に横田基地で行われた第5空軍司 
令官（兼在日米軍司令官）交代式に関連し 

gte 

Q 

KC-135E 
USAF 15ABW/65AS 57-2589 

ての要人輸送ミッションだったD写真左は11 
月19日11時50分、離陸のため厚木基地を 
タキシングする第15基地航空団第65空輸 
飛行隊（ハワイ州ヒッカム空軍基地）のC- 

135K。デニスC.ブレア太平洋軍司令官(海 
軍大将)の乗機だ。タキシーウェイC-Westか 
らランウェイをバックタキシーして、ランウェ 
イ01の離陸ポジションに着いた。飛来したの 
は17日17時4分で、コールサインは“SPAR 

58"。離陸後、嘉手納基地に向かった， 
写真右は11月17日15時49分、厚木基地 

のランウiイ19に着陸する、同じ部隊の 
KC-135E,こちらは、新しく第5空軍司令官 
に着任するために日本に到着した、トーマス 
C.ワスコー中将の乗機である&この機体の 
離陸は19日11時7分で、その後オーサン基 
地に向かった。コールサインは11SPAR 59' 

2機ともマーキングは同じだが（いわゆる 
SAMカラー）、KC-135Eのほうは、しっかり 
と空中給油のフライングブームが"f寸いてい 
る。 

C-40んB本初飛来達成 
C-40A USAF VR-59 b/n.165830 (写真/久場悟) 

11月5日、夕暮れの嘉手納基地に飛来し 
たアメリカ;毎軍VR-59uLonestar Ex- 

press11のC-40Aクリッパー：日本初飛来だ。 
この機体（165830)のニックネームは 
"Spirit of New York City"である。C_40A 
は、ボーイング737-700Cをアメリカ海軍が 
09BスカイトレインI〗の後継機として導入し 
た機種>VR-59(テイルコード:RY/ホーム 

ベース：テキサス州MASフォートワース 
JRB)がC-40A最初の飛行隊となり、先に定 
数4機の配備が完了したばかAなお、次に 
C-40Aの配備部隊となるのはVR-58 (テイ 
ルコード:J V)となっている,C-40 Aの航続距 
離はC-9よりも長い3800 ノー チカルマイル 
となっているため、米本土から極東への飛 
行ルートも、ある程度変更が可能だろう。 

小枚にUC-90が飛来 
UC-90 JlUiSDF 202ATS (写真/高橋祐弥) 

11月13日、航空自衛隊の小牧基地に飛 
来した、海上自衛隊‘第202教育航空隊の 
UC_90,11時頃着陸U13時15分頃離陸し 
たB給油などの目的での飛来だと思われる 
が、小牧にはあまり飛来実綾がない機体な 
ので珍しい。UC-90は国土地理院が発行す 
る地理データを収集するための機体で.観 
測や写真撮影を任務とする航空機だ便宜 

上、同じシリーズの機種、TC-90を一元的に 
運用する第202教育航空隊に配備され、海 
上自衛隊が運航を担当しているUC-90は、 
この1機しか存在しないため、希少価値は高 

身 

いだろうブルーの綺麗なカラーリングの機 
体なので、少し大きく掲載しておぐなお、 
バックには名古屋空港に建設された、新し 
い管制塔が見える& 

厚木基地 



先月号の85ペー 
ジで既報済みだが、 
小松基地でAAM戦 
技集合訓練が10月 
22日から始まり、11 m_ 

月まで行われてい 
た写真左は10月30 
日14時10分頃、小松 
基地のランウェイ06 

を離陸する飛行教導 
隊のF-15D丄083号 
機センタータンクに隠れて見えにくいが、 
Sta,4とSta.7にAIM-120Bアムラームが1 
発ずつ（計2発）搭載されている。このときの 
フライトでは、着陸時にSta.7のアムラーム 
は付いていなかったためJ発の実射が行 
われたもようだ：写真右は10月30日14時10 

分頃、同じく小松を離陸する第306飛行隊 

15DI JASDF 306SQ 22-8056 (写真/加藤幸 治 

(写真/島隆) F-I5DI 
JASDF AGR 32-8083 AAM戦技集合訓練肩報 

の F-15D 丄056号機,Sta.2に J/AQM-1ター 
ゲットドローンを搭載している3F-15DJ、 
083号機のアムラーム実射標的として使わ 
れた。この日は2回のアムラーム実射が行 

われ、1回目は第303飛行隊のF-15D丄059 

号機にJ/AQIVMを搭載、アグレッサーのF- 
15D丄090号機がアムラーム搭載機だった。 
写真のペアは、この日2回目のものである。 

なお、小松に展開していた飛行教導隊のF 
15D丄083号機と090号機は、11月下旬、新 
田原基地に戻っている。 

飛行教導隊に、また新しい機体が入った。 
F-15D丄〇91号機と092号機である。ともに 
AMRAAM (発達型中射程空対空ミサイル) 

の運用を可能にした改修機だu写真は3点と 
も11月28日に新田原基地で撮影されたも 
の11月下旬にIRAN(定期整備)を出て、飛 
行教導隊に配備されたあと（#091は11月5 
日配備、#092は11月14日配備)、塗装作業 
が行われた写真中と右の091号機は、071 
号機~まだら」とほぼ同じ塗り分けで、配 

色はブラックとダークグリー 

ン。写真下の092号機のほう 
はブルーの堃装で、塗り分け 

は、これまでの065 

号機「くろ」068号 
機「みどり」073号 
機「ちゃいろ」や、 
新しい090号機に 
よく似ている。 

飛行教導隊の 
ューフェイス 

(写真3点/茨木正美) 

F-15DI JASDF AGR 82-8091 
F-15DI JASDF AGR 82-8092 

新田原基地 



F/A-18D 
USMC VMFA(AW)-224 
WK-01 b/n.164696 
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写真左は11月18日13時21分頃、厚木基 
地のランウIイ〇1に着陸するアメリカ海兵 
隊 VMFAtAWhzafBengals”の F/A イ8D 

ホーネット。それほど派手ではないが、色付 
きの隊長機(WT-01)だ^クロスカントリーの 
フライトだったようで、写真下は一緒に飛来 
した僚機のBM-0艮この日、14B寺38分頃、配 
備先の岩国基地に帰投した。VMFA (AW) - 
224のF/A-18Dは、偵察仕様のATARS機を 
2001年11月号で掲載したが、ノーマル仕様 
の機体はまだ掲載していなかった3なお、F/ 
A-18D (ATARS)は BM-05,07,09,10の4機 
で、ノ _マルのF/ A -18 D はB M - 

00,01，02,04,06,08,11を確認している3 

ベンガルの隊長機が 
晒v二^^,“*^ 11 1 11 ^ / 一 

W||_ 1_1 

参必 
H, 

(写真2点/橋本裕明) 厚木に飛来 

44-444とい无ば 
F/A-18D 

USMC VMFA(AW)-224 WK-08 
b/n.164726 

T A310-324關麵仁 
^ W 攀^^ Royal Thai Air Force HS_TYQ/4 TYQ/44-444 

11月20日23時頃撮影された、大分空港 
に駐機するタイ空軍ロイヤルフライトのエ 
アバスA310-324,タイのタクシン■シナワッ 
卜首相特別機だ、この日、18時20分頃到着 

した。18日15時10分頃、羽田空港にも飛来 
しており、21日大分から離日したコールサ 
インは"Thai Air Force444"だった。タイ空 
軍のA310はこの1機だけで、軍のシリアル 

ナンバーは「44-444」とユニークなものだ。 
ただし、TS-TYQという民間登録記号も付け 
ている。タイトルはポートサイドがタイI吾、ス 
ターボードサイドが英語になっている。ロイ 

ヤルフライトはバンコク.ドンムアン空港を 
ベースにしている。なお、この機体は前回、 
97年8月29日、横田基地への飛来実績があ 
る， 
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大分空港 



  

一％金口播来機 ぺ 

F-2B 
MITSUBISHI 23-8108 

r-2B 
MITSUBISHI 13-8107 

(写真/森亮介) 

(写真/虫鹿昭夫) 

② 

ベ' 

% 
3 
〇 

新造の 
複庙SSF-2 
om 

2001年も暮れに近づいた頃、平成13年度 
納入予定のF-2B新造機のテストフライトが名 
古屋空港で、相次いで行われるようになった 

写真①は11月19日16時5分頃、三菱重工によるテストフライトを終えて着陸す 
るF-2B、107号機。写真②は11月15日9時頃、名古屋空港をタキシングするF- 

2B、108号機，写真③は11月21日、同じく名古屋空港をタキシングするF-2B、 
109号機9時6分頃離陸したが、アビオニクスのトラブルがあったようで、離陸 
直後の9時13分、すぐ着陸してしまった，シリアルナンバーからも分かるとおり、 
108号機と109号機は、2002年の引き渡しになをなお、三沢基地_第3飛行隊向 
けのF-2としては108号機で最後となり1109号機は松島基地に配備される可能 
性が高いa 

F-2B 
MITSUBISHI 23-8109 
(写真/棚橋泰之) 

骨走路半分しか 
使无なくても飛ぶ 

11月14日、横田基地のランウェイ18から離陸するアメリカ空軍のC- 

130Hハーキュリーズ3ハワイ州兵航空隊(第154空輸航空団第204空 
輸飛行隊）の所属機で、滑走路の改修工事が続けられている横田基 
地と極東各基地間の輸送任務を実施するため月中旬、何度か飛 
来していた，なお、横田基地の滑走路工事は、2002年2月11日までは 
ランウIイ18の末端から5500フィートが閉鎖され、滑走路長は4320 

フイートとなる。また、2月12〜20日の間は全面クローズ。2月21日〜7 

月31日まではランウェイ36の末端から5500フイートが閉鎖され、滑走 
路長は同じく 4320フイートとなる：^ 

- 
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C-I30H (写真/秋葉清隆） 
USAF 154WG/204AS 89-1055 

ステニス搭載機が飛来 
C-2A (写真/久場悟） 
USN VRC_30det.4 NG-33 b/n.162149 

11月28日、嘉手納基地のランウiイ05Rを離陸するアメリカ海軍VRO 

30det.4のC-2AグレイハウンK太平洋を横断してインド洋に向かう途中の空 
母ジョンC.ステニス搭載機で、この日NG-33,36の2機が前日27日に飛来した 
(離陸は2機とも28日）。母艦は11月12日サンディエゴを出港U11月30日香 
港に寄港したことが’確認されている。 
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停泊中の巡視船に 
海保のヘリ降りる 
AS3321,1 JCQ JA6686 (写真/陸自の雨蛙） 

11月13日午後,海上保安庁の救難訓練が東京港•晴海埠頭で行われた，客船「飛鳥」を 
想定被災船として訓練が実施され、海上保安庁のスーパービュ-マ「うみたか（MH686L 

が船尾甲板への人員、機材吊り下げなどを行っ纥写真はミッションを終え、海上保安庁の 
巡視船「いず」（PL31)に降りたときのショッh港に停泊している船にヘリコプターが降り 
るシーンは、普段、間近であまり見られるものではないだろう:この「うみたか」は、横浜を母 
港とする巡視船「しきしま」に搭載されている機体だ。 

鼸島での急患輸送を 
SH-60JT 実施 
S 顧-601 

一-- 
纖嫩二こ 

&2S0 

JMSDF大村航空隊8280 
(写真/KJKEGAMI) 

急患輸送のために、芎岐空港に飛来した海上自衛隊■大村航空隊のSH-60丄 
11月1日14時半頃撮影。九州西北部には多数の離島があり、大村航空隊は患者 
輸送の任務を多く受け持っている=大村航空隊は、去る11月30日、HSS-2Bの運 
用をすべて終えJH-60Jへの機種変更を完了した。最後まで残っていたHSS_ 

2B, 8161号機は、その後小松島航空隊に配置替えとなった， 

11月10日、浜松基地で招待者のみ入場可能な開庁 
記念祭が行われた3デモフラ仆も13時半頃から行わ 
れ、参加したのはT-4、10機とE-767、1機、そして救難 
隊のIMU-2、1機とV-107、2機だった。ただし、フライト 
内容は全機ワンパスのみ。写真左はT-4、9機編隊の 
口ーパ;^写真上はE-767の口ーバス。天候が悪かっ 
夂雄令安1畜けす八;アrfrffl館かAffvt昌銳 

LYの新塗鸛 
フルマ■キンクP-3C飛来 

P-3C USN VP-92 b/n. 163294 (写真/大川亮) 

11月8日16時10分頃、三沢基地のランウェイ28に着陸するアメリカ海軍VP-92のP-3Cアップデ_ 

Mil: VP-92は大西洋艦隊の飛行隊だが、この時期、極東でミッションを実施していたようで、10月30 

日には厚木基地への飛来も確認されているs言わずと知れたP-3Cの新逮装機で、尾翼のマーキン 
グもしっかり入っている， 

T-4.E-767进粉XIHlT1 
(写真2点/鎌司） BI3#1S ' 

デモフライトがあつた 
成1?^,.... 

.へ_ 

.…•ーミ•也夕'电 

' '一^^'.‘ 二: 

i'm 

浜松基地 

三沢基地 
東京港 

春岐空港 
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右べージの浜松基地と同様J2月1日に新田原基地で 
も招待者向けの記念行事が行われた.第301飛行隊、第23 

飛行隊、飛行教導隊、そして新田原救難隊がそれぞれフラ 
イバイ(&救難展示)を行った。写真 
3点は、それぞれのフライバイの様 
子で、すべて基地外からの撮影3 

(写真3点/茨木正美) 

新田原基地では 
戦閡機のデモフライト 

r 
たくさんの投稿&情報ありがとうございました。誌面の都合で掲載できなかったみなさん、ごめんなさい！ 

井上芳則、吉井祛生、斉藤和典、山隈智之、世古口幸敏.加藤幸治、安田和弘、高橋祜弥.甘利崇皓、諸野脇晴宏、久場悟、後藤丈志、吉良行基、森亮介、太田潤、橋本裕明、加 
古裕之、和田拓、篠原淳、渡邊雅彦、山田誠、秋田賀仁、岡村敏行、田津原良則、岡田茂、山川幸夫、東條広之、池上謙二、虫鹿昭夫、上出健人、梅村廣、ーノ瀬浩司、大川亮、林 
宏枋、秋葉清隆、水島隆司、佐々木健司、萩野慎治、棚橋泰之、田中誠一、島隆、佐藤智洋、柳和彦、ェ藤勝信、陸自の雨蛙（敬称略_順不同） 

フイ-バ 編 への写真投稿のお覼い 

このコーナーではN日本全国の飛行場で撮影され 

た軍用機の飛来機写真を紹介します。掲載される写 
真のポイントは、次のようなものです。 

I-珍しい機種•機体、珍しいマーキング、珍しい装備 

などを施した軍用機 
n.機体は珍しくなくても、民間空港など、ふだん、軍 

用機が見られないところで撮影されたもの 
瓜.VIP(要人輸送)の航空機は、軍用機、旅客機を問 

わず掲載（エアラインでも可） 
IV.このコーナーで採用される写真として相応しいの 

は、機体全体のマーキングや兵器などが搭載されて 
いることがはっきりと分かるカットです。そのため、機 

体全体をフルフレームで、ほぼ真横から収めるのが 
基本です。ただし、そのような条件での撮影が不可能 
だったものについては、その限りではありません。そ 

のほかに、各部のマーキングなどのクローズアップ 

写真を添付して頂いても構いません。 

「フイーパーjの投稿に際して 
お願いしたいこと 

a投稿に際しては、写真1枚1枚につき、次のデータを 
添付して下さい。添付されていないものは、採用でき 

かねます。 

⑴郵便番号/住所/氏名（ふりがな）/電話番号 
(2) 撮影場所 

(3) 撮影年月日•時刻(「15時頃」というような、だいた 
いの時刻も忘れずに） 

(4) 撮影した機体のデータ（機体の所属部隊、飛来理 
由、コールサイン、その機体の何が珍しいか、など、 

知っている限りの情報を明記して下さるようお願いし 

ます。また、機体を見て感じたこと、自分なりに推測す 

ることなどもありましたら、お願いします） 

Xできるだけ本名での投稿をお願いします。もしペン 
ネームを希望される場合、写真1枚ずつはっきりと明 
記してください。 

1投稿写真は、プリント、またはスライド(ポジ）でお 
願いします。掲載の可否を問わず、返却をしません。 
ただし、スライド（ポジ）に限り、返却希望の方にお返 

しします。その場合、必ず自分の住所、氏名を明記し 

て切手を貼った返信用封筒を同封して下さいQ 

I:投稿は随時募集していますが、基本的に月末までに 
到着したものの中から選定して、翌月発売号に掲載し 

ます。 

右待ちしています! 

mTiTiiDnm nn a[iiaoin)iM_n__(OTiroinp111n]it ti]: 

情雜ポ‘ F ■10月29日、航空自衛隊•三沢ヘリ 

コブタ_空輸隊のCH-47J、471 

号機が老朽化のため用途廃止となった。（情報/編集部） 

11月12日から行われた日米共同訓練「コープノース〇1-2」のため、那 

覇基地に航空自衛隊•第304飛行隊のF-15が展開した。(情報まとめ 

/編集部） 

F-2B、101号機は機体の改修•整備を行うため（IRANではない）、11 

月19日小牧の三菱重工にドック入りした。（情報まとめ/編集部） 

■11月20日14時半頃、福岡空港にアメリカ海軍VR-55のC_130T(b/ 

n.165161)が飛来した。コールサインは_lNAL0 349_•。離陸は16時40 

分頃で、グアムに向かった。（情報/萩野慎治） 

■先月号88ページで書いた情報の補足。飛行教導隊のF-15D丄072号 

機「なかあお」の識別塗装が落とされたが、これは旧ANに入るためで 

はなぐ第23飛行隊への配置替えのためだったようだ。（情報まとめ 

/編集部） 

艦船の話題は姉妹誌• Jシッブス「海フイーバ_! Jへ！ 
Jシップスには本誌のこのコーナー同様、読者投稿欄「海フイーバー」があります!艦艇の写真投稿は「J 

シップス」編集部まで、どしどしお寄せください(投稿要領は、Jシップスvol.6の144ページをご参照くだ 

さい)。もちろん、Jウイングでも引き続き、艦艇関係の情報、写真を受け付けます。どちらもよろしくっ！ 

删麵山 
※プリントした写真を投稿する場合、余裕のある大きめの封筒に入れて投函してく 
ださい。サービス判サイズの写真を長形4号の封筒に入れると、取りだす際に写 
真が傷む可能性があります。 

糸1つの封筒で、;；FEVERJ (本コーナー）と.写真撮ろうよ、のコーナーの同時投稿 
は避けて下さい。お手数ですが、投稿は、コーナー別にお願いします。また、編集 
部に写真を投稿する際、どのコーナーへ投稿するのか、封筒に明記して下さい： 

欲ド山1のポジフイルムで撮影Uプリントでお送り下さる方へ。「ダイレクトプリント」 
よりもfスーパーデジタルプリント」のほうが、仕上りがよく、カラーページにおけ 
る掲載に適しています。ぜひ「スーパーデジタルプリント」をオーダーしてみて下 
さい。 

※投稿写真には、写真1枚〗枚につき撮影データを添付してください（『写真投稿の 
お願いjを参照)。データがないものは採用できないことがあります。なお、誌面 
の都合上、投稿写真の掲載ができなかった場合、添付の情報だけを『情報ホー 
ドjに掲載させていただくことがあります， 

※「フィーパー」および「写真撮ろうよ」に投稿いただいた方の写真は、原則として掲 
載、未掲載にかかわらず編集部に保管U今後、「Jウイング」誌上で採用させてい 
ただく場合があります。その際は、写真クレジット（名前）を入れ、掲載誌を送るこ 
とで謝礼にかえさせていただきますのでご了承ください。 

掲載させていただいた写真にはそれぞれ薄謝を進呈させていただきます 

新田原基地 
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薄田市駐屯地 
13旅団創立3周年記念行事 

レボート=長浜誡司、藤岡正知、尾家正朗、永山憲 
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UHMHから降下したレンジャー。背囊に折りたたみ 
銃床の89式小銃とフル装備（写真•長浜誠司） 

•，.寧雜 

* V-：へへ ：:ィ 

.へ.. . ■■ 
敵陣地に突入した74式戦車とヘリボーンを行うUH-1H。空陸一体の攻撃 
だ（写真•長浜誠司） 

一*^::ご‘T7—:鼸—マ遊第13特科隊の各中 
隊の155mm榴弾砲 

には中隊マークが。第 
1中隧のものは火を吐 
く龍だろぅか？ 

::(写真•尾家正朗） 
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化学防護車および除染車3型のデモ展示。生物兵器の 
関心もあってか入場者も興味深く見物していた 
(写真•永山憲） 

飛来した403飛行隊のC-1輸送機（写真*藤岡正知) 

訓練展示において敵陣に突入する第13戦車中隊の74式戦車(写真•藤岡正知) 
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203mm自走榴弾砲が空砲を射撃。空砲とはいえ、隊員が耳をふさぐほどの衝撃が伝わる 
(写真*長浜誠司） 

MLRSは自走発射機 
ばかり目立つが、実 

!は複数の車両などか 
__ら構成されるシステ 
琴ムの名称である。手 

-. • 
'： '' V 

ヴん：ヶ".. ，，か . 
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Mm前の高機動車は後 
部に射撃装置を搭 
載している。ナン 
バーが通常の高機 

3動車と異なるのに注 
意(写真_長浜誠司) 

展示装備品 
203mm自走榴弾砲Ml 10A2(第112特科大隊） 
多連装□ケットシステムMLRS(第132特科大隊） 
百百式地上レーダー装置JTPS-P11(第302観測中隊) 
対迫レーダー装置JMPQ-P13(第302観測中隊） 
高機動車(第41普通科連隊） _ 
120mm迫撃砲RT(第41普通科連隊） 
フ4式戦車(第4戦車大隊) 
155mm榴弾砲FH70(第4特科連隊) 
81式短距離地対空誘導弾(第4高射特科大隊) 
科学防護車(第4師団化学防護隊） 
地対空誘導弾改良ホーク(第314高射中隊） 
AH-1S(第3対戦車ヘリコブター隊*73438) 
U H -1J (西部方面へリコフター隊• 41808) 

^ nii (海:::よ：:是教給戈.:的'f:: 
Y! 

- 

nBB ぜ―‘ 』..，一一一 

射撃準備作業中の第112特科大隊の203mm自走 
榴弾砲Ml 10A2。模擬弾頭を装填作業中のシーン。 
右側には空包装薬を持った隊員が待機している 
(写真•俘藤博志） 

第3射戦車ヘリコプター隊のAHMSを先頭に 
閲飛行を行う飛行部隊(写真•伊藤博志） 

火砲の進入に先立ち、観測員が対迫レーダーP-13を 
設置する。P-13は師団特科部隊にも配備され、比較的 
目にする装備だが、設置状況の展示はあまり目にしな 
い（写真•長浜誠司） 

ば.:... 

u ■ ■ _ „ - 
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第13戦車中隊の74式戦車。「3本の矢を握ってし 
る手Jという図式の部隊マークが雨で見えにくし 
のが残念だ 

バケットに水を汲む第12ヘリコブ 
夕一隊の ChH47J(52926) 

装備品展示 
74式戦車（日本原駐屯地•第13戦車中隊） 
60式装甲車(日本原駐屯地•第13戦車中隊) 
78式戦車回収車(日本原駐屯地•第13戦車中隊) 
9 3式近距離地対空誘導弾（日本原駐屯地•第13高射特科中隊) 
81式短距離地対空誘導弾(日本原駐屯地‘第13高射特科中隊) 
155mm榴弾砲（日本原駐屯地•第13特科隊） 
87式対戦車誘導弾(出雲駐屯地•第13対戦車中隊) 
8フ式偵察警戒車（出雲駐屯地•第13偵察隊） 
地対空誘導弾改良ホーク（青野原駐屯地•第B高射特科群) 
73式(新)/」\型トラック（米子駐屯地•第8普通科連隊） 
高機動車（山口駐屯地■第17普通科連隊) 

0H-6D 
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全国山火事対策シンポジウム 
inあんなか21 レポート=小野昌男 

ゆふいん 

陸上自衛隊湯布院駐屯地開庁45周年記念行事 レポート《伊藤博志、長浜誠司、尾家正朗 

イベント 
レポーL 

睦上自衛隊 
にほんばら 

日本原駐屯地 IJ設36周年記念行 レポート=井上芳則 

れ参加していた 

いる。この*9ち"M110A2 

は空砲射撃を実施。空砲とはいえ、陸自最 
大口径火砲の片鱗を垣間見るに十分な迫 

力であつた。 
装備品展示には第4師団隸下部隊を中 

心に西部方面隷下部隊の各種装備が参加 
している。なお'航空機は西部方面航空隊 

IIT0OH16D"UHl1J、AHi1s#1 

機が観閲飛行に参加したほか、0Hf6Dが 
訓練展示'残りの2機は地上展示にそれぞ 
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11月18日(日)、第3特科 
群、第344施設中隊など 

が所在する大分県大分郡の 
湯布院駐屯地において開庁 

記念行事が行われた。催事 
としては記念式典、観閲行 

進、訓練展示、音楽演奏など 

が行われた。 
訓練展示には、特科群の 

主要装備でぁる2110< 
2 (20 31自走榴弾砲}と 

MLRSが各2両ずつと82式 
指揮通信車などが参加。自 

走化された特科部隊の陣地 
進入〜射撃準備〜射撃〜陣 

地変換といつた戦闘時にお 
ける一連の動きを展示して 

11月15日(木)16日{金)にかけ、秋晴れの群馬 
県安中市において全国山火事対策シンポジゥ 

ム'および林野火災消火訓練が行われた。16日 
には群馬、栃木' 長野、山梨各県の防災ヘリと陸 

上自衛隊第12ヘリコプター隊のCH147Jによる 
空中消火訓練が行われた。 

第12ヘリ隊のCH-47Jは大型バケツトを使用 
して九十九川から給水し'会場のメインスタン 

ド前で空中消火展示飛行を行つていた。 

9月30日(日)、岡山県奈 
義町の日本原駐屯地で、創 

設36周年記念行事が雨天の 
中行われた。観閲行進の後、 

模擬戦が実施され同駐屯地 
所在の第13戦車中隊の74式 

戦車を中心に、60式装甲車、 
93式近距離地対空誘導弾な 

どが参加し訓練展示を見せ 
ていた。ただ、悪天候のため 

観客数は例年より少なかつ 
た。 



飛采した第13飛行隊のUH-1H (41729) 飛来した 

Eyp fe^Vv ■ 

展示されるホークミサイル。操作盤で一般客 
も発射台を動かすことができた 

^T3 

M 

レボート=大山浩明、益子嘉透 

第5施設団隸下部 
隊の進。トラック 
荷台の口ール状の 
ものは、新装備の装 
輪車走行用マット。 
軟弱な地面にこれ 
を敷いて装輪車の 
通行を確保するも 
ののようだ 
(写真•長浜誠司） 

第3対戦車へリ隊のAH-15(73455)。機 
首にはヤキマ練習場で2000年に行われ 
た射撃演習（CALFEX2000)のステッ 
力一が貼ってある（写真•尾家正朗） 
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陸上自衛隊 
三軒屋駐屯地 
創立46周年 

=己念行事 
レボート=藤岡正知 

で 
1 

おごおD レポートニ長浜誡司、尾家正朗 

睦上自衛隊小郡駐屯地 
|撒48周年,第5施設団創隊40周年記念行事 

11月11日(日)'岡山県 
の陸上g衛隊三軒屋駐 

屯地において創立記念 
行事が行われた。今回 

は晴天に恵まれたもの 
の訓練展示が行われな 

い少々さびしいものと 
なつたが、74式戦車と高 

機動車による体験試乗 
や装備品展示などには 

観客が集まり、楽しいひ 
と時を過ごしていた。 

11月4日(日)、茨城県ひたちなか市にあ 
る陸上自衛隊勝田駐屯地において、開設Q, 

周年記念行事が行われた。 
当駐屯地には施設学校があり、普段あま 

り見られない各種器材が見られ、観閲行進 
では武器学^一のある土浦駐屯地から74式戦 

車、75式155mn1自走榴弾砲、89式装甲戦闘 
車なども参加した。 

訓練展示では、大地震発生といぅ想定下 
で訓練が行われ、架橋展示、へリを使っての 

救出、リベリング、また東海村の原子力施設 
を意識してか、防護服を着用しての除染作 

業の展示もあった。 
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，11月11日(日)、福岡県 
小郡市にある小郡駐屯 

地で、駐屯地創設48周 
年、第5施設団創隊40周 

年記念行事が行われた。 
小郡駐屯地は九州の施設 

化部隊の中核である第5 
施設団が駐屯するため、 

各種の施設科装備を見 
ることができる。近年、陸 

自が西方重視に方針転 
換したためか、第5施設 

団にも新装備が登場し、 

観閲行進や装備品展示 
で披露された。 

また今回、生活隊舎の 
落成式も同時に行われ、 

その内部が一般に公開さ 
れた。 
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上空から偵察支援を行なう八尾駐屯地第3飛行隊の0H-6D。機首につけられたFUR(赤外線暗視装置）が確 
認できる。地上展示のとき野戦整備さながらの手動ポンプで給油する陸自航空らしい珍しいシーンも見ること 
ができた（写真•中井俊治） _ 

模擬戦闘訓練中の第3戦車 
大隊の74式戦車。観客から 
近いところで空砲射撃をする 
のですごい迫力。敵勢力役の 
戦車は観客のあいだから進 
出してくる（写真•中井俊治） 
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最近では珍しい60式自走106ミリ無反動砲。普通科の火 
力支援車両として射戦車部隊に配備されている。装備品 
展示では74式戦車*FH-70*82式指揮通信車とともに子 
供達のジャングルジムと化していた（写真*中井俊治） 
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訓練展示の模擬戦には第3•第10戦車大隊の74式戦車などが会場いっぱいに展開した。戦車と観客の距離が近く、空砲射擊の衝撃は観客席 
ダイレクトに伝わる。写真右奥には第3戦車大隊所属の78式雪上車が写っている（写真•長浜誠司） 

式典後会場に着陸するAhMS(第5対戦車へリ隊’73408)。記念 
行事には他にOH-6D(第3飛行隊。。〇〇)も参加 
(写真*長浜誠司） 

装備展示では米軍供与の 
M3短機関銃とM1919A4機 
関銃が展示された。いずれ 
も第2次大戦時の火器であ 
る。M1919A4機関銃は60式 
装甲車の車載機関銃だが、 
目にする機会は非常に少な 
い（写真•長浜誠司） 

観閲行進中の第10戦車大隊の74式戦車。V]Pがいるため緊張した雰囲気の 
戦車クルーだが家族を見つけると表情が緩む（写真•中井俊治） 

2001年12月〜2002年1月の 
自衛隊イベント情報 

2002年、イベント初めは:|1 
第1空挺団の初降下訓練だ！ 

2002年1月13日（日）11:〇〇〜12:00 

睦上自衛隊習志野駐屯地初降下訓練(千葉県船播市） 
内 容CH-47、UH-1などを使用してのヘリ戰技 

交通機関JR総武線津田沼駅下車、北口から自衛隊前経由のバスに乗車 
問い合わせ習志野駐屯地第1空挺団広報班S047-466-2141 

上自衛隊今津駐屯地創立49周年記念行事 レポート=中井俊治、長浜誠司 

3連休の最終日となった11月 
25日{日)、中部方面隊の第3.10 

戦車大隊と第3特科連隊第5大 

隊が所在する滋賀県高島郡の今 

津駐屯地において創立49周年記 
念行事が行なわれた。記念式典 

のあと'機甲部隊が中心の今津 
駐屯地らしく各種車両による観 

閲行進を実施した。 
模擬戦闘訓練ではOH16Dや 

AH-1Sが上空支援で参加、観 
覧席から比較的近い位置で行な 

われるFH70や74式戦車の空砲 
射撃は凄い迫力で観客も盛り上 

がっていた。 
本館庁舎前では中部方面音楽 

隊の演奏や各種装備品の展示、 
模擬店もひらかれ「ミリタリ— 

グッズ」や「たこ焼き」「若狭のか 
に」を買い求める人々で賑わって 

いた。また74式戦車などは完全 
に子供たちの「ジャングルジム」 

と化していた。 
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ft) c-x、P-)(の開発主担当、 
(Jy川重に決定 

防衛庁は11月26日、航空自衛隊の次期輸送機（〇 
X)と海上自衛隊の次期固定翼哨戒機(P-X)開発の主 
担当企業に川崎重工業を選定したとともに、協力企業 
に三菱重工業、富士重工業、日本飛行機を選定したと発 
表した。 
開発総額は約3400億円で、試作機の初飛行は2006、 

07年ごろを予定している。実際の配備は11、12年ごろ 
を目指し、最終的にはOX約40機、P-X約80機が生産さ 
れる計画である。 
部位などの担当はJN崎重工が前胴、水平尾翼、最終 

組み立ておよび飛行試験を、三菱重工が中胴（OX翼 
胴フヱアリングを含む）と後胴を、富士重工が主翼と垂 
直尾翼、日本飛行機がP-X翼胴フェアリングとなった。 
今回の選定は技術開発についてのみであり、量産時 

の体制については量産が決定された後に競争性と公正 
性を確保しつつ改めて決定するという。 
また同日、C-XとP-Xの主翼など、主要部分を民間旅 

客機と共同開発するという計画に対して防衛庁首脳は 
前向きな意向を示し、「国と民間双方にとってコストダウ 
ンというプラス効果がある」と述べた。この計画が実現 
すれば戰後日本が初めて開発したYS-11以来、約40年 
ぶりの国産旅客機が官民共同で開発されることとなる。 

ついての検討がまとまったことを受 
け、三沢対地射爆撃場で19日以降、事 

故後中止している空対地射爆撃訓練 
を再開すると発表した。 

島松射撃場での同訓練については、 
定例会見で遠竹郁夫航空幕僚長が、地 

元理解が不十分だと説明し、再開見通 
しへの言及を避けた。 

I札幌雪まつり、 
■陸自の支援が縮小 

11月20日、陸上自衛隊と2002年 
2月に開催予定の「第53回さっぽろ雪 

まつり」実行委員会{札幌市など}は陸 
自が制作する雪像を一体削減するな 

ど、協力体制を縮小する協定に調印し 
た。これにともない、陸自が実施してい 

た雪輪送の一部は実行委の担当とな 
る 〇 

陸自は今年4月、部隊編成の縮小計 

画などを理由に、雪まつり支援の縮小 
を同市などに打診していた。また、次 

回以降の運営協力についても、業務分 
担の見直しを続ける覚書を交わした。 

届旧海軍千歳基地の 
一地囡寶 

北海道の航空自衛隊第2航空団で、 
1946年に米軍が測量した旧海軍 

千歳航空基地の地図が見つかり、11月 
20日に公開された。「軍事機密だった 

戦前、戦中の基地の様子を知ることが 
できる貴重な資料ではないか」(2空 

団広報室)としている。 
縦70センチ横1メートルの紙65枚に 

書き分けられた縦横各5メ—トルほ 

どの地図は、10月に図面保管庫を整理 
中に偶然発見された"現在の空自千歳 

基地と陸自東千歳駐屯地に当たる地 
域に4本の滑走路などが1000分の 

1縮尺で表記されており、米軍の爆撃 
に対処するため、駐機場を分散してい 

た様子なども分かる。 
このニユ—スに関しては、Jウイング 

でも来月号で詳しくお知らせする予 

定です。 

入間基地で火災、 
11けが人などはなし 

11月21日午後18時10分ごろ、航空自 
衛隊入間基地の第1高射群整備補給 

隊の車両整備倉庫から火災が発生し、 
木造平屋建て倉庫2棟計約1350 

平方メ —トルを全焼した。この火災に 
よる人員への被害はなかった。 

同基地などで出火原因を調べてい 
るが、倉庫には_動車整備用の油脂や 

隊員の制服などの衣類、事務用品など 
があった。同倉庫では通常午後5時ま 

で車両整備などの作業を行っており、 
出火当時は事務所に数人の隊員が残っ 

ていたといぅ。倉庫は基地の西側にあ 
り、弾薬倉庫から約2キロの位置に 

あった。 
この火災で、西武池袋線が武蔵藤沢 

〜稲荷山公園間で、午後6時半過ぎか 
ら午後7時ごろまで上下線の運転を 

見合わせた。 
また、全焼した第1高射群の整備倉 

庫の中に、放射性物質を含む電子部品 
が保管されていたことも判明。航空幕 

僚監部によると' この部品は、ペトリ 
ォット用の電子部品(マイクロ •ゥェ| 

ブ•デバイス•アッシィ)1個で、含有放 
射性物質はトリチゥム(三重水素)。密 

閉型の金庫に収められていた" 
火災後放射線測定器で検査したが、 

周辺に異常はなく飛散はしていなかっ 
た模様。当部品は回収、保管され、文部 

科学省の担当者が22日午後現場検証 
を行つた。 

自衛艦3售、難民支援物資 
丨輸送などのため出航 

防衛庁はテロ対策特別法に基づき、 
米軍への支援活動を行ぅための補給 

艦と護衛艦、それに難民支援の物資を 
輸送するための掃海母艦の3隻を11 

月25日にそれぞれの基地から出港さ 
せた。 

インド洋上などで米軍の艦艇など 
に物資や燃料輸送や補給を行うため、 
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-[月Q日、航空幕僚監部は航空自衛 
隊入間基地第2輸送航空隊所属の、 

u<4多用途支援機からゴム製シール 
が落下したことを発表した。 

同機は訓練のため千歳飛行場を同 
日13時7分に離陸し、函館、新潟、松本 

を経由、14時35分に名古屋空港に着陸 
した。同空港での点検で右エンジン後 

方側面箇所からゴム製シールの一部が 
紛失していることに気付いたといぅ。 

同シ—ルの材質はゴムで、大きさは 
22cmx 5cm、厚さ2匪、重さは約459。地 

上に被害を及ぼすものではなく、また 
飛行に影響を与えるものでもないとい 

、っ0 

■空目、今後のF-4射撃訓練 
について報告 

20 01年6月25日に北海道島松 
射撃場で発生したF14EJ改戰闘機 

の20圆機関砲誤射事件を踏まえ、防衛 
庁は15日、今後の自衛隊戦闘機の空対 

地射爆撃訓練のあり方について検討結 
果をまとめた報告を公表した。 

この報告は、同事故が機関砲の誤射 
で民間施設に損害を与えるという極 

めて憂慮すべきものであつたことか 
ら、g衛隊機の空対地射爆撃訓練の必 

要性と現状を確認し' 改善の方向性を 

示したもの。 
報告内においては、国内の陸自演習 

場や米軍射爆撃場、国外の演習場のい 
ずれも適当な代替演習地とはならず、 

引き続き島松と三沢の訓練区域を使 
用して安全管理を十分にして訓練す 

ることが現時点では適当であるとし 
た" 

特に島松射撃場に関しては、射爆撃 
訓練パタ—ンを市街地から遠ざける 

ことに努める、標的位置を島松射撃場 
西側に移動させる、所要の安全地域を 

確保する、実機による検証飛行を実施 
し、西側山地上空での飛行が安全に行 

えることを確認する、演習場内の陸自 
弾着地域との調整を図る—などの方 

向で安全管理を具体化し、地元の理解 
を得られるよぅに射撃場の使用要領 

を変更していくことが提言された。 
また、より実戦的な射爆撃訓練に関 

して、国外の射爆撃場における演習実 
施についてさらなる調査•検討を行ぅ 

ことが強調された。 

|空自、三沢での 
I射爆撃訓練再開 

前出の航空自衛隊のF14EJ改の 

20mm機関砲訓練弾誤射事故以来' 空自 
では青森県三沢市の三沢対地訓練地 

域での射爆撃訓練を中止してきた。そ 
れに対して航空幕僚監部は11月16日、 

今後の空対地射爆撃訓練のあり方に 



空自、グアムへ初の米兵輸送 (写真：航空自衛隊 
防衛庁航空幕僚監部は12月4日、テ 

口対策特別措置法に基づく米軍支援の 
ため、航空自衛隊のCH 30輸送機1機 

で、在日米軍基地から米グアム島方面 
へ米兵の輸送活動業務を開始したと発 

表し/こ。 
愛知県の小牧基地所属の同機〗機に 

この日、在日米軍基地の兵士が搭乗し、 
物資も積載された。米兵の所属や人数、 
携行武装などは明らかにされていない。 

rはまな」が米艦艇に洋上給油 
海上自衛隊幕僚監部は12月3日、テロ対策特別措置法に基づいてインド洋に派遣されてい 

る補給艦「はまな」が米海軍補給艦に、日本時間の2日昼、艦艇用軽油を洋上補給したと発表、 
また海幕は4日、米艦船に洋上給油活動をおこなっている「はまな」の写真を公開した。 
写真は2日に「はまな」に随伴する護衛艦「きりさめ」の哨戒ヘリコプターが撮影。艦名は不明 

であるが米空母部隊の補給艦系艦艇であるサクラメント級高速戦闘支援艦（〗万9200トン）と 
並走しながら、燃料周ホースで艦船用 
軽油の注入作業を数時間かけて行っ 
た。 

「はまな」はタンカーと同様の船体構 
造をもっており、1分間に平均11キロ 
リットルの給油が可能。同艦は3日昼に 
も、同じ海域で別の戦闘支援艦に対し 
て給油を行っており、日米双方は当面、 
最大1万5000トン近く貯蔵できる「はま 
な」の艦船用軽油を戦闘支援艦に振り 
分ける方法を取ると見られる。 

磁#編—.一-ふ 

(写真：防衛庁) 

によるテロも想定して化学除染車な 
ども出動。隊員は小銃、短銃は携行し 

たものの射擊訓練は行われなかつた。 
詳細な訓練内容は公表されなかつた 

が、自衛隊法改正で創設された瞥護出 
動のモデルにされると見られる。 

I中空隊と 
CVW-5が 

共同訓練 
12月3日から7 

日にかけ小松沖空 
域で、航空自衛隊と 

在日米海軍が戦術 
技量と共同対処能 

力の向上を目的と 
した共同訓練を実 

施した。 
參加したのは航 

空自衛隊中部航空 
方面隊と米海軍第 

5空母航空団で、両 
者の共同訓練は平 

成4年度、平成5年 
度と今年7月に行つ 

ており、今回で4回 
百となる。 

実施部隊と機材 
としては、中部航空 

方面隊第6航空団 

と中部航空警戒管 
制団からF115Jが 

5機、第5空母航空 
団からF/A-18が 

5機参加した。 

緩衝地帯の駐留' 巡回(3)武器搬 
入、搬出の検査(4)放棄された武器 

の収集、処分など6項目。従来は建設、 
輪送、被災民支援などに限られていた 

自衛隊の活動範囲は大幅に広がる。特 
に停戰後のアフガニスタン復興で期待 

されている地雷除去について、中谷防 
衛庁長官は専門の地雷処理部隊派遣 

以外の何らかの協力を検討する考え 
を示した。 

また、懸念であった武器使用要件も 
緩和され、{1)他国要員や国際機関職 

員ら「自己の管理下に入った者」を防護 
対象に追加(2)武器等防護のための 

使用も認める、としている。 

|キャンプ•ザマで陸自が 
在日米軍警備訓練 

陸上自衛隊は12月6日から9日間 
の日程で、テロなど緊急時に在日米軍 

基地を警備する「警護出動」の実地訓 
練を、神奈川県の在日米陸軍キャン 

プ-ザマと相模総合補給廠の2基地で 

実施した。 
キャンプ_ザマは在日米陸軍司令部 

が置かれ、物資の補給など後方支援業 
務を統括している。相模総合補給廠は 

在日米陸軍最大規模の補給基地と 
なつている。 

訓練には陸自座間分屯地の第4施 
設群の部隊を中心に、約180人と両 

基地の米兵が参加。通信事情や警戒車 
両のル—卜、基地内の監視活動などを 

確認し、陸自と米軍の指揮系統を調整 
した。 

指揮通信車両のほか、生物化学兵器 

手機が航空自衛隊那覇基地所属の〇— 
125A救難捜索機であることが判明 

した。 
空自那覇基地は、ニアミスしたとさ 

れる時間と場所に0]25<が飛行 
していたことは確認しているが、an 

K機の発見と同時に回避行動をとつて 
おり、異常接近したとはとらえていな 

いとしている。同基地によると、ANK 

435便の機長がニアミスしたといぅ 
26日午後2時28分ごろ、ANK機と同 

じ空域を同じ高度で、U-125Aが有 
視界飛行していた。同機は洋上訓練か 

ら那覇空港に戻る途中にANK機を発 
見し、回避行動をとつたといぅ。 

■政專機、カナダへ運航訓練 
航空自衛隊は11月27日から12月1 

日まで' 政府専用機(B-7 4 7}の国 

外運航訓練を実施した。訓練の目的先 
はドIバル国際空港(モントリオ— 

ル)、ウィニペグ国際空港'カルガリf 

国際空港の3空港だった。 

広島県呉基地の補給艦「とわだ」(81 

OPトン}と' 長崎県佐世保基地の護 
衛艦「さわぎり」(3 5 50トン)が派 

遣された。またアフガニスタンからの 
難民を支援するため、毛布などの生活 

関連物資を日本からパキスタンに輸 
送する、掃海母艦「ぅらが」(5650 

トン)が神奈川県横須賀基地から派遣 
された。これら3隻の艦艇は11月25日 

にそれぞれの基地から出港、途中で合 
流したあとィンド洋に向かつた。 

防衛庁は、難民支援生活関連物資の 
輸送はパキスタンのカラチ港までに 

とどめ、パキスタン国内での輸送は国 
連難民高等弁務官事務所にゆだねる 

としている。 —1那顥基地のU-125、 
」ANK機とニアミスか 

4月0日、那覇発石垣行きのエア— 
ニツボン(ANK) 4 35便ボ—イング 

737の機長が那覇空港近くで双発 
ジェット機と異常接近Sアミス)した、 

と国土交通省に報告。翌7日には、相 

回内蘸窳•産業 
| MH2OOQ墜蒗は 

1一口—夕—の強度不足 
2000年11月27日、三重県鈴鹿市 

で三菱重工のヘリnプタ— rMH200 

〇」が試験飛行中に墜落し、6人が死 
傷した事故で、国土交通省の航空•鉄 

道事故調査委員会は7日、機体尾部に 
ある01夕—ブレ—ドの部品の|部に 

疲労が生じて破断したとみられると 
発表した。しかし、尾部ローターの破壊 

だけでは必ずしも大きな事故にはつ 
ながるとは限らないため、同委員会で 

はさらに調査を継続する。 
MH2000は初の純国産ヘリとし 

て99年、当時の運輸省航空局の型式証 
明を取得。口 —夕—は繊維やプラス 

チックの複合材で構成されており、航 
空局の安全性審査では7000時間 

までの飛行に耐えられると認定され 
ていた。しかし、同機は事故当時、フ7 

5時間しか飛行しておらず、調査委は 

ロータ—の強度が不足していたとみて 
いる。破断した部品は10枚のブレ—ド 

の付け根にある複合素材ストラップ 
で、一部に疲労が発生して破断。抜け 

えひめ丸捜索支援の 
|海自救難艦が帰国 

ハワイ沖で米潜水艦「グリJVヒル」 
に衝突され沈没した愛媛県立宇和島 

水産高校の漁業実習船「えひめ丸」の 
船内捜索を支援した、海上自衛隊の潜 

水艦救難艦「ちはや」は現地時間12月 
4日午前9時{日本時間5日午前4 

時)' ハワイ入りから約3力月半ぶりに 

米海軍パ—ルハ—パ—基地を出港、呉 
基地に帰還した。 

|空中給油機選定は 
B767が有力 

政府は2月5日、空中給油機1機分 
の購入費、約275億円のうち初年度 

経費約1000万円を2002年度予 

算案に計上する方向で最終調整に入つ 
た。 

安全保障会議を14日に開き、ボ—イ 
ング767"エアバスA310の2候補 

の内から予算計上の前提となる機種を 
決定するが、空自にはボ—イング76 

7をべ—スにしたEI767空中警戒管 
制機(<5<^3)の導入実績がぁり、運 

用面で習熟している点を考慮しボ—イ 
ング76 7が有力と見られている。 

政府は2000年、中期防衛力整備 
計画(200,05年度)で空中給油 

機4機の導入を決定していた。2年度 

に予算計上された場合、実際の配備は 
6年度ごろになる。 

中谷元•防衛庁長官は「国防任務の 
遂行' 諸外国への支援' 邦人救出など 

を考えると必要だ◦ 2年度予算で認め 
られるよう関係者の理解と了解を得 

ることに全力を尽くす」と購入経費計 
上に意欲をみせている。 

PKO法改正案成立、 
自衛隊の活動範囲広がる 

参院外交防衛委員会は2月6日午 
後、停戦監視' 地雷除去など軍事色の強 

い活動を行う国連平和維持軍(PKF) 

本体業務への自衛隊の参加凍結を解除 
する国連平和維持活動{PKO}協力法 

改正案を' 自民、公明、保守の与党3党 

と民主党の賛成で可決した。同法は翌 
日7日の参院本会議で成立した。 

改正案で参加凍結が解除されるの 
は、(1)停戦、武装解除の監視(2) 
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たブレ—ドが尾部ロータ—を破壊した 
とみられる。 

同社は事故後、FRPの改良型口 — 

夕—を開発、同省に設計変更を申請し 
ており、近く試験飛行が行われるが、 

同省では、以後かなり厳しい条件で安 
全性を審査するとしている。 

: YS-1以来QQ年ぶりの 
_国産旅客機開発を推進 

経済産業省は平成4年度概算要求 
で「小型民間輸送機開発調査(YS 

X)」プロジェクトに一億5200万円 

の予算を要求している。当プロジェク 
卜は70席〜120席の中型民間輸送 

機の開発構想を推進し、2010年代 
の実用化を目指している。 

防衛庁が中期防衛力整備計画で進 
めている次期輸送機と次期哨戒機の 

同時開発に合わせ、その成果を民間機 
に転用する予定。 

日本中心の航空機開発を当面の目 
標としている国内航空機産業として 

は、中型機市場参入に向けて当機を参 
入の契機としていきたい考えだ。 

15 

@、bk 790Jを 
公開 

11月22日、川崎重工は最新型ヘリ 
1— ,7®C2を東京へリボI卜で報 

道関係者に公開、デモフライトを行つ 
た0 

BK—^^17ヘリは1983年に川重 
とユIロコプタ！ドイツ社が共同開 

発し、国内で約130機、全世界で約 
430機が納入されたベストセラ—機 

で、高い技術力と信頼性に定評があ 
る。 

今回のC12型機はCI1型で好評 
だつた後部クラムシェルドア(観音開 

きドア)'無間接型ローターシステムを 
継続して採用。燃料タンク容量を17 

〇リットル増やし航続距離は550km 

から700killに延長され、新型メイン 
口—夕！ブレードを採用、騒音と振動 

が低減"また機体の大型化によりキャ 
ビンスぺ|スを約30%拡大、シ|卜幅 

は460 ■になり居住性は大幅に上昇 
した。全備重量も3 5 50kgとなり、 

200_加。さらに新設計の操縦室 
による視界の向上、多機能統合計器シ 

ステムを採用して操縦負担を低減し 

ている：機体価格は3億9000万円： 
B K1-~~17ヘリはドクターヘリとし 

て双発機の中では牝％のシェアを占め 
ており、今回発表された012型も患 

者の搬送に適しているヘリであり、今 
後の活躍が期待される。 

次世代超音速旅客機の 
—小型実験機が完成 

航空宇宙技術研究所(航技研)が次 
世代超音速旅客機？3丁)のモデルと 

して研究開発している「小型超音速実 
験機Pケット実験機)」2機がこのほ 

ど完成し、11月30日、主契約企業の三 
菱重工業名古屋航空宇宙システム製 

作所小牧南工場で航技研に引き渡さ 
れた。 

同実験機は全長11.5£、幅4.72|71、 
重量2トンの将来のSSTを縮小した 

形のモデルで、機体の各部分には60 

〇個の計測用センサ—が装備されてい 
る。予定されている飛行実験では口 

ケットモ—ターを接続して高度1万〜 
1万8000メートルまで打ち上げ、 

滑空飛行実験を行って空力性能や機 
体表面圧力などの技術デ—夕を取得 

するCSSTと同高度を飛行できるた 

め普通の地上風洞実験では得られな 
い各種データが得られる。 

当実験機の研究開発では逆問題解 
決設計法、超音速層流主翼形状の開発 

ボIVングが 
EA-Qをデモ 

ボ—ィングは3基のALQI99ジャ 
ミング_ポッドと2個の燃料タンクを 

装備するF/A-1 8スーパIホーネット 

戦闘機を使ったEA118空中エレクトロ 
ニック攻撃コンセプト機の初デモンス 

トレーション飛行を行つた。EAI18 

8は米海軍の現用E AI6Bプラゥ 
ラ—機の代替機として検討されてい 

る。 

米空軍がフ〇フタンカ— 
導入へ 

米空軍は0年間のリ—ス契約で 
ボーイング767空中給油機100機 

を導入する計画である。これによつて 

など'すでに9分野にわたる新技術を 

取得しており、航技研では「次期輸送 
機？X、次期哨戒機P-Xの開発など 

にも研究成果をいかせる」と述べてい 
る。 

海保、マニラ沖で 
武装海上保安官の 

海賊制圧訓練 
海上保安庁は-I月3日から海賊対 
策として、名古屋海上保安部所属巡視 

船「みずほ」を東南アジア周辺海域に 
派遣した。沿岸国からの海賊情報の収 

集、フィリピンコ|ストガIドとの連 
携訓練や日本船舶との海賊対策訓練 

などを行つた。 
フィリピンコjストガードとの連携 

訓練では"マニラ沖合において日本船 
籍貨物船が海賊にII撃されたとの想 

定で、両機関の巡視船およびへリコプ 
ター、武装した海上保安官による人命 

救助' 連携追跡、連携制圧、連携突入訓 
練を実施。 

日本船舶との訓練では、マニラ西方 
約450kmの公海上において、大型夕 

ンカーが海賊に襲撃されたといぅ設 
定で、「みずほ」およびへリコプターに 

よるタンカーの捜索発見後' ヘリから 
武装した海上保安官が突入、海賊を制 

圧逮捕、タンカ—の安全を確保すると 
いう内容で訓練を行つた。 

米空軍は40年以上の老朽機が主力と 
なつているK C-13 5ストラトタン 

カー空中給油機フリ—卜の念願の近 
代化に踏み切れるとしている。 

米空軍の20 0 2会計年度予算に 
は76 7タンカ—_プログラム着手の 

ための財源はないが、議会や特にボー 
イングの地元ワシントン州出身の議 

員らによる支援に期待を寄せている。 
計画は、ボーイング76 71200E 

R (航続距離延長型)の軍用タイプを 
民間のリ—ス方式で導入しようという 

もので、もしこの計画が2002会計 
年度にスタ—卜できれば米空軍は一 

機あたり年間2000万ドルを支払 

い、別にサボ—卜•コストとして一機当 
たり年間200万ドルを支払う。スケ 

ジユjルでは2006年にまず6機を 

立 
樹 

を 
が録^_ 

rIx漭持 

0 
3 

の 

受領、20 0 7年度か 
ら2 〇1〇年度にかけ 

て毎年Q機ずつを受領 
し、2 〇11年に最後 

の5機を受け取るとい 
ぅもの。ボーイング7 

67が導入されれば米 

空軍はナショナル_ 
ガード{州空軍}と予 

備空軍のKC-13 5 

のリタイアが可能とな 
り、4 09機のKC11 

35Rを予備役に回す 

ことができる。 
767タンカ—は去 

る7月にイタリアが7 

07タンカ—の後継機 

として競合相手のHアバスとの比較検 
討の末に選定、また英空軍も導入に関 

心を寄せている。 

_米陸軍がnマンチの 
重攻撃型要求 

米陸軍はボーイング/シコルスキー 
IT A H-66コマンチ武装偵察/軽攻撃へ 

リコプターのへビ！アタック型の開発 
を計画している。これはAHI64Aおよ 

びD型のリプレース用で、20 05年 
から2 〇 3 〇年にかけて装iiされる 

もの。へビ！•アタック型コマンチは機 
外燃料タンク/武装マネジメント.シ 

ステム(EFAMS)を装備し、機体の 
両サイドにエクスタ—ナル，ステJンョ 

ン(パイロン)が取り付けられる。 

米空軍がAWACS 
レーダI近代化 

米空軍はボ—イング社に7010万 
ドルで9機のAWACS空中早期警戒 

管制機のレーダーを近代化する契約を 
与えた。これはAWACSレーダ 

システム*インプルーブメント*プログ 
ラムに基づくもので2005年までに 

AWACSのレI夕Iを強化するもの。 
ボ—イングとノースロツプ•グラマンに 

加え、テレフオニックス社が950万ド 

ルで敵味方識別装置をアップグレード 
する。 

n立33 
一樹で 
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G13全 
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地フ 
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米口 s^行た」 
|彌れ 

7とJ tに顯访 月度こW録8灼 
11高匕な記41;2 
がしと 第 

米空軍がプレデタ 
評価開始 

Bの 

米空軍は2001年初めに発注し 

たジェネラル•アトミックス土アロノー 
テイカル•システムズ社の新型無人機 

UAV)プレデタ1Bの原型機2機を 

このほど受領、その評価試験を開始し 
た。 

テストの目的は、この夕一^ホプロッ 
プ無人機が要求通りの性能を満たし 

ているかどうか、将来無人戦闘攻撃機 
として使用できる武装ペイロIド_ポ 

テンシャルがあるかどうか、現在のR 
QI1プレデタ—が使用している地上 

支援器材がそのまま使用できるかど 
うか、などを確認するためのもの。 

フレデタIBは当初ターボフアン• H 

ンジンを装備する計画だったが、運用 
上の便利さと滞空時間をさらに長く 

するためターホプロップ土ンジン装 
備に変更された。飛行高度は4万50 

00フイート、塞#又は220ノット、24 

時間の滞空能力をもち、機内に750 

ポンド、機外に3000ポンドのペイ 
口 —ドを装備できる。 

米空軍が 
_qq練習機を近代化 
米空軍は4530万ドルの契約で 

—スロップ•グラマンT-38タロン練 

習機の近代化用に79セットのアビオニ 
クス•アップグレ—ド•キットを供給し 

た。 

〇機目の甲00納入 
ノ —スロップ.グラマンはこのほど12 

機目のE18Cジョイントスタ—監視 
夕jゲット攻撃レーダf機を米空軍に 
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ェジプトが 
AH-64□を 
35機契約 
このたび、エジプトは 

ボーイングAH-64Dヘリ 
コプターを35機導入する 
ことを決定した。2003年 
から配備が始まる予定。 

ふ國，? 

! 1漏1 

_ 

(Photo: Boeina) 

ま 

s 漂^^ふ 
懸 

米海軍筋によれば、米国防省は一月 
にも台湾へチ—ムを派遣し、航空機調 

達のリクワィアメントの洗い直しを計 
画しているもよぅ。 

|八ンガU—が 
グリペン導入へ 

スウH1デンのビヨン•フォン.シド 
ウ国防相とハンガリ—のジャノス•サ 

ボロ国防相は11月23日' ストックホル 
ムで会談し、ハンガリfがグリペン•ィ 

ンターナショナル社から少なくとも14 

機のグリペン戦闘機を購入する意向 
を確認する覚書に調印した。 

英国8<11|システムズ社とスウエ1 
デンのサ—ブ社による合弁会社グリ 

ペン•ィンタ—ナショナル社は来月(2 
002年1月)には向こぅ10年間にわ 

たるオフセット取引が合意に達するこ 
とを期待している。決着すると、ハンガ 

リ—にグリペンの一号機が引き渡され 
るのは200 4年末、200 5年には 

グリペンがハンガリ—空軍で実戦配備 
につくことになる。 

これが実現すると、ハンガリーはグ 
リペン戦闘機にとって2番目のカスト 

... 

納入した。これはブロック20コンフイ 
ギユレーションの一号！^である。 

米空軍に9130I-Mの 
初号機が納入される 

12月2日、ロツキ—ド•マ—チンは米 
空軍にc—30 J130の初号機を納入 

した：同タイプは0113〇〕の胴体延 

長型で、この機体はロードアイランド 
州コンセットステ—卜空港の第143 

航空団に配備された。同団には今年中 
に3機のCI130 J130の配備が予定 

されている。 

米空軍にQ機目の 
9nを納入 

12月4日、ボ—イングは米空軍に対 

して通算79機目のCI17グロ ーブマス 
夕Inをカリフオルニア州ロングビー 

チで引渡した。この機体はマッコ—ド空 
軍基地に配備される予定。これでC1 

17は米空軍に79機、英空軍に4機が配 
備され、合計の飛行時間は米空軍では 

30万時間、英空軍でも配備して半年で 
1250時間を超えた。 

米海兵隊に 
今年フ機目の 

KCI130J 
を納入 

2月3日' ロツキー 

ド*マーチンはアメリ 
力海兵隊向けに今年 

7機目で、今年の納入 

予定の最終機となる 
KC-130Jを納入 

した。今年納入された 
機体は1^〇<03チエ 

リ—ポイントやN A S 

バタクセントリバーに 
配備された。現在、海 

兵隊では8機のKC1 
130Jが配備されて 

おり、3機が注文され 
ている。海兵隊の計画 

では最終的に79機の 
〇 Jを装備 

る 
ま 

じ 

111 
to 

縛 
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する予定。 

海外覃用機 
韓国のT" 

生産着手は近いヮ _ 

韓国のT-50ゴールデンVLクル超 

音速練習機\軽攻擊機の生産着手は 
もはや時間の問題となつている。 

^^16の80%モデルかと見紛ぅばか 
りのFI16によく似たデザインのT— 

50は韓国航空機工業KAJLがロッ 
キ—ドマーチン社の協力を得て開発 

した超音速機で、2010年まで同社 
の主要生産品となるものとみられ、2 

004年に生産が中止される予定の 
FI16に代わつて、2005年から同社 

の中心製品となるこ 
丁—50計画は19 97年に開始さ 

れ'20億ドルかけてこのほど予定より 
3ヶ月早く開発が完了したばかり。現 

在生産原型3号機の組み立てが行わ 
れており、初号機を使用した地上テス 

卜も始まつている。2002年中頃に 
は初飛行が予定されており、現在まで 

のところわずか6機の試験/評価用 

機体が発注されているのみだが、韓国 
空軍はloo機の配備を期待してい 

る。KAIとロツキ—ド•マ—チンは、向 

こう30年間にこのクラスの高等練習 
機は、世界中に約3300機の需要が 

あるとしており、将来は輸出も期待で 
きるとしている。 

台湾が RT2000 
発射機購入へ 

台湾は陸軍用として60基のレィ. 
ティン200〇 (RT2000またはサ 

ンダ12 0 00)多砲身ロケット発射 
機{:5030:」}を購入する計画。台湾陸 

軍は最大150基のシステム導入を希 
望しているものと見られている。RT 

2000台湾およびペング！島の沿岸 
防衛用に配備されているクン•フェン 

6型(ワ1力1•ビ16)17 _ MBR 

Lにかわつて装備されるもので、CS 

— ST (チュンシヤ科学技術庁)のミサ 
イル& ロケット研究部が開発してい 

る 〇 

RT2000は米国オシコシ•トラッ 
ク社のM977シリ—ズ8X8へビI, 

Hクスパンデッド•モビリティ戰術卜 
ラックに搭載され、17 _Mk1'5(1 

ボッドあたり20発)18〇 _Mk30(1 
ポッドあたり9発)、あるいは230 _ 

ML51ポッドあたり6発)の3種類の 

ぎる。 

インドがTns戦車を 
国産 

インド国防省のジョージ•フェルナン 
デス長官が明らかにしたところによ 

れば、インドが購入を計画している3 
10台のロシア製T90S戦車のぅち、 

最初の80台分の組立てキットが来月 
インドに到着する。これによつてイン 

ドは2002年からT90S戰車の国内 
組立てを開始する。 

インドは2001年初め" 6億ドルな 
いし7億ドルでTQS戦車の購入を契 

約しており、インドでの本格的ライセン 
ス生産は2006年からアバデイにある 

HVF1車両工場)で開始される。 
インド陸軍によれば、T90S戰車は 

パキスタンが4年前から配備している 

ウクライナ製TSOUD戦車に対抗で 
きるものでT 72Mkl戦車にかわって 

配備される。重量56-5トンの丁903 
戦車は12 5m砲弾またはレ—ザー誘 

導ミサイルを毎分8発撃つことができ 
る。 

―y3 

■ 

ィランが|\/|1-171へリ 
購入 

ロシアのロソボロネクスボルト(兵器 
輸出公団)はィランに最大30機のミル 

Mit17 1 (sh)軍用輸送へリコプタ| 
(NATO名MII17ヒップ)を売却する 

契約を結んだ"ロソボロネクスポルト 
によれば、ウクライナのウラン•ウデ 

航空機ェ場(=>=3<2がその生萑を行 
ラ 〇 

イランは同国海軍用として一 
8年に発注しているUUAZ—MI-1 

71捜索救難へリコプタ—をすでに5 
機受領しており、今年中に1999年 

に発注した残り21機を受領する計画。 

イスラエルが米国で 
■ァロウ0J組立 

米国務省の対外関係委員会はイス 
ラエルが2億ドルで米国にアロウ2弾 

道ミサイル防衛システムの生産ライ 

ン設置を認めたことを明らかにした。 
アロウ2はイスラエル航空機エ業[<; 

丄が主契約会社となつている対ミサ 
イル•ミサイルで、—Aiはロッキ—ド- 

マ—チン社およびレイセオン社との間 
でアロウ2の共同生産と共同マ—ケ 

テイングについて協議を行つているが、 
第3番目の協カパートナ—の候補とし 

てボIイング社も名乗りを上げてい 
る。 

圍 

台湾がAV-8B 
八リア—購入へ 

台湾はボーィンクAvi8Bハリアj 

>\STOL機を購入したい意向であ 
る。実現すれば最初の機体が引き渡さ 

れるのは早くても2005年となる 
見込み。 

米国防省と台湾国防省は兵器取引 
について考証を行っており、去る4月 

に米国防省は最大12機のロッキ—ド. 
マ—チンP-3オラィオン哨戒機売却 

を含む兵器取引について交渉を続け 
ている。 
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FROM RUSSIA 
世界の3大航空トレード’シヨーのひとつであるドバイエア 
ショーが11月に行われ、ロシアからはテストハイロッツのSir 

27UBが2機参加しデモフライトを繰り広げた 
(Photo： ITAR-TASS) 

マーとなる。すでに南アフリカ空軍が 
28機のグリペンを装備したい意向を 

表明しており、チェコ政府も36機のグ 
リベンをオフセット導入したい意向で 

ある。 

チリが新型ヘリ部隊を 
創設へ 

地元の報道によれば、チリ国防軍の 
陸海空3部門が新型へリコプタ—部隊 

を求めている。 
まずチリ陸軍は、旧式へリコプタI 

Q機を売却して部隊の近代化を実現 
させるプログラムをスタートさせてい 

る。売却するへリコプタ—の内訳は3 
機の280Xシャーク練習ヘリ、3機の 

SA330Fピユ丨マ、SA315ラマ 
(機数は未公表)観測ヘリで、新しく購 

入するのは、向こぅ5年以内に引き渡 

される10ないし16機の輸送/侵攻ヘリ 
コプタIで、その候補機種にはベル4 

12EP (新製機または中古機)、ユ— 
ロコプターAS 5 3 2クfガー、ミル 

Mi-1 7ヒップ、シコルスキー UH-607 
ラックホ—クの4機種。チリの軍事関 

係でロシア製の兵器が技術評価段階 
で合格水準に達したのはこのMl,17が 

初めてのケ—ス。 
チリ空軍にもへリコプター近代化計 

画があり、現在8機を保有しているべ 
ルUHI1Hをシコルスキ—UH-60ブ 

ラックホークに代替する計画である。 
I方、チリ海軍航空隊も現用のベル 

2 〇 6ジHットレンジャ16機のリプ 
レ—スと、199 4年に契約した4機 

のパンサI導入計画をキャンセルし 

て、別に捜索救難ヘリコブターを導入 
したい意向である。 

ュ韓国が攻撃へU計画を 
i見直b 

韓国陸軍は、かねて計画していたA 
H1X攻撃へリコプタ—調達計画を見 

直し、新しい多目的へリコプターを導 
入するもよぅ。 

新しい計画はKMHプロジェクトと 
よばれ"未公表の海外コントラクタI 

と共同で新しいヘリコプタ1500機 

を生産しようというもの。これは現在 
保有している約17 5機のMD5 0 0 

戦闘/観測へリコプターとQ機のU 

H-1H多用途へリコプタ—の代替用 

Iである。 
韓国は2001年初めにAHIXリ 

プレ—スメント計画として最大36機の 
ベルAH-1Zス—パーコブラまたは 

ホーインクA H*64Dアパッチ.ロンク 
ボウを16ないし24億ドルで導入する 

と発表していた。 

アラブ首長国連邦の 
空軍強化計画 

アラブ首長国連邦は11月9日"多国 
籍企業グループとの間に、ユーロコプ 

夕I SA33〇ヒユーマ多用途へリコプ 
夕—導入を含む総額1250万ドルの 

契約を締結した。これは新しく設立さ 
れたユIロコプタI，ルIマニアから購 

入する25機のへリコプターのほか、米 

国キユ—ビック*デイフェンス，システム 
ズ社、ロックゥHル*コリンズ社、ターホ 

メカ社などとの契約である。 
このほか注目されるのは"アラブ首 

長国連邦が将来、3機までのボIイン 
グ767空中給油機を導入したい考 

えをもつていることで、これはF-16ブ 
ロック60やミラージユ2000-9多目 

的戦闘機を支援するためのもの。 

マレIシアが 
_ ?130を近代化 

ロッキード*マ^^—チン社はマレIシア 
空軍の0-13〇1:輪送機2機を空中 

給油機に改造する作業を開始した。同 
社はエンジニアリング•サ—ビスと近 

代化キット、それに改造のサボ—卜. 

サ—ビスを提供することになつてい 
る。 

空中給油装置は自装式口 —ルオン/ 
口 —ルオフタイプで、英国フライト•リ 

フユHリング社から購入、改造工事は 
2002年半ばから2 003年にかけ 

て行われる。 
ロッキ—ド•マ—チン社はこのほか、 

マレーシア空軍の2機のC1130Hの 
胴体を延長してct13OH-30仕様に 

改造、貨物搭載能力を33%アップする 
計画も請け負つている。両プロジXクト 

の総額は未公表である。 

仏がマレ—シアに 
潜水艦を売却か 

フランスは12億ユーロ (約10億80 

万ドル)でマレ—シアに潜水艦を 

売却することになつたが、これはマレー 
シア航空のフランス乗り入れ便数増 

問題との絡みで' なお不透明部分が残 
されている。 

フランスの軍艦建造業者であるDC 

N1はすでにフランスが2隻のスコー 

ペン級潜水艦を売却、さらにアゴスタ 
70級ディ—ゼル_エレクトリック潜水 

艦を近代化する契約に調印している 
が、これはマレ—シア航空がフランス 

とマレ—シア間の運航便数を現在の週 
3便から7便に増やす問題が絡んで、 

実行が遅れている。マレIシア側は、こ 
れらをパッケージとして一括解決した 

いと望んでいる。 

ベルギ—とオランダが 
—掃海艇近代化 

ベルギ—とオランダは共同で0隻の 
トリバ—タィト級掃海艇(それぞれ才 

ランダが10隻、ベルギ—が6隻を保有) 
を、新しいコマンド&コントロ —ル-シス 

テム、新型の掃海ソナー、機雷識別/ 
処理システムなどで近代化する計画 

を2004年ガら2009年にかけて 
実施する。事業はSTNアトラス*エレ 

クトロニック社が、夕—レス•アンダ— 

ウォ^^夕丨*システムX社をハート 

ナ—に主契約者となつて推進するが、 
2億4500万ドルにのぼる契約は今 

年末までに締結される見通し。 

チェコ空軍は 
-159が嫌い？ 

チェコ空軍は11月14日、L-15 9軽 

攻撃/練習機が去る10月23日と25日 
に2件の事故を起こしたことで飛行 

停止にしている。チェコ国防相のジェロ 
スラブ•ツルディク長官は、「LI15 9 

は機能不全で信頼するに値しない航 
空機となつているばかりか、運用者に 

とつて敵よりも危険な飛行機となつて 
いる」と語つた。 

事故は訓練飛行中にグラスコック 
ピットが故障したため、パィロットは 

僚機の在来型バックアップ•システム 
による援助によつて着陸することがで 

きた。 
チエコ空軍はアH9ボドチヨデイ社 

に発注している72機のL-159のう 

ちすでに24機を受領しているが' 残り 
48機のうち36機は海外に売却処分さ 

れることになるもよう。 

IVス5エルが米で 
パイソン4を生産 

イスラエル国防省は、米国でのパイ 
ソン4短距離赤外線誘導空対空ミサ 

イルの生産を許可した。これでイスラ 
エルのラファエル兵器開発庁はパイソ 

ン4を米国の民間パ—トナ！' ロッ 
キ—ド.マ_チン社に技術を提供する 

ことになつた。すでにロッキード* 
マーチンとラファエルは1998 

年に、共同の精密誘導システムU 
s (PGSUS)にパイソン4を追 

加することで合意に達している。 
フロリダ州才—ランドにあるロッ 

キ—ド•マーチン社のPGSUSエ 
場ではすでにラファエルのAGM丨 

142ポパイ中距離空対地ミサ 
イルを生産している。 

UJ 

マレ—シアが 
ARV飛行テスト終了 

マレ—シア国防省が約35回のフ 
ライトを実施していた有人/無 

人ARVの飛行試験計画がこのほ 
ど終了した。この計画では3機の 

イ—グル15〇B複座型機がクア 
ラルンプールのコンポジットこアク 

ノロジ—•リサーチ.マレ—シアに 
よって850万ドルでARV用に 

改造され、アビオニクス器材およ 
び地上コントロール•ステーショ> 

はBAEシステムズ_コントロ —ル 

ズ社が供給する。 

スウH—デンに 
CI130タンカ— 

ロッキ—ド.マーチン社はス 
ウH—デン空軍との間にC-13 

OEハ—キュリ—ズ輸送機1機を 
タンカ—に改造する契約を結ん 

だ。金額は明らかにされていない。 
空中給油システムは英国フライ 

卜•リフュHリング社が、またデュ 
アル■ウォール式の機内搭載68 

14リッター燃料タンクはエアロ- 
ユニオン社がそれぞれ供給する。 

改造された0*13〇10空中給油 
機は2003年からスウH—デン 

空軍に就役する。 

デンマIクに 
チヤレンジヤ—3号機 

カナダのボンバルディエ•エアロス 
ベ—ス社は11月22日、デンマーク空軍 

に3機目のチヤレンジヤ1601特殊 

任務機を引き渡した。この特殊型チヤ 
レンジヤー双発ジエツト•ビジネス機 

は、通信、長距離哨戒、海上捜索、長距 
VIP輸送任務などに使用される。 



_薦めるこのエアシヨーに行つてみよう! 

第8回 Uノ •エアレース 
毎年9月半ばにネバダ州リノの約20km北にあるステッド 

空港で開催されるリノ •ナショナル•チャンピオンシップ•エ 
アレースは、航空マニアなら一度は行ってみたいイベントで 
ある。単なるエアレースだけでなぐその前後に色々なデモ 
フライトが組まれていてエアショーとしても十分楽しめる。今 
年の第38回レースは9月10日から16日まで開催予定で 
あったが、11日に発生した同時多発テ□によって全米での 
有視界飛行が禁止されたことによりレースが成立しなくなっ 
た。ギリギリまで航空当局と交渉が行なわれたが例外は認 
められず、結局今回のレースは中止とすることが14日の金 
曜日に決定された。 
このレースの魅力はオーバルコースで競い合うカーレー 

スのNASCARやCARTと同じで、ひと目で勝負のJ吉果が■わ 
かることであろう。パイロンの周りを何機もが周回するこの 
ような飛行機レースは昔よく開催されていたが、現在ではこ 
のレースが唯一のものである。グランドスタンドが組まれて 
いるので座って観戦することが出来るし、前に邪魔な脚立 
が並ぶこともない。また毎日好天に恵まれ、雨の心配をする 
必要がないのもイベントとしてはプラス評価であろう。カー 
レースと一緒でピットパスを購入すれば、エンジンオイルの 
香りを嗅ぎながらモンスターのような機体を身近に見ること 
が'できる。 

ステッド空港 慮な 
If 

ad Boulevard 
(ステッド通り） 

リノ市街 

リノ*エアレースの 

会場正門入り口 |ノっ 

観客席から見 
た会場の風景。 
舞台装置として 
は最高である 

，H知 

395号線 

リノ •エアレース•ホームページ 

http://airrace.org 

パイロンの周りを周回する 
レーサー逵 

現在3連勝中で今年も優勝 
候補だった#4ダゴレッドは 
ムスタング改造のレーサー 

今回はテロの影響で大きく変わってしまった、 
旅客機に乗るときの荷物の取り扱tゝについて、 
あらためて説明しましよう。 
また、開催されるはずだった 
リノ •エアシヨーについても解説します。 

カメラバックーi入れたH具はご法度 
手荷物検査は極めて過敏になつている 

カメラやレンズは貴重品なのに 

チェックィンすると付加的な保険を 

掛けない限り、損傷を受けたり、紛 
失したりした場合にも非常に低い 

補償しか受けられないので、機内持 
込手荷物として持ち込むしかない。 

カメラバツグにはドライバ』—やア^— 

ミ—ナィフなどの工具が入っている 

ことも多いが、最近は検査が厳しく、 
これらのものはすべて没収されてし 

まぅので注意が必要だ。何しろ機内 
では食事用のフオjクとナイフも[XI 

器となるのを敬百戒して金属製ではな 
くブラステイツク製を使用している 

といぅほど徹底しているのだ〇 

検査ゲートで無用なトラブルを 
起こさないためにも、事前によく荷 

物を整理して疑いを招きやすい道具 

類はチェックィン荷物に入れておこ 

ぅ。 

また電池を使用するカメラやパソ 
コンなどは必ず検査員のcm前でス 

ィッチを入れて操作することを求め 

られるので、こちらも要注意である。 

米国テロ事件の影響 
無念、多<のエアショ—が中止に… 

9月11日に発生した米国テロ事件 

の影一：!は社会的.経済的にも大き 
く、特に航空会社は大幅な旅客減に 

より経営が行き詰まるところも出 
てきた。また空港や軍基地の警備が 

強化された結01、写真撖影そのもの 

に支障が生じているという話も聞 
く。八"7^のエアシヨ,^y,^ズンはすで 

に終了してしまつたが、来年のエア 
シヨーがどうなるかは今後の推移を 

見ないとわからない。純粋にK間のエ 
アシヨーであれば問題は少ないと思 

われるが、軍の趣地のォープンハゥス 
は作戰行動が終了しない限り行な 

われないのではないだろうか。今月 
開催される予定のIc As総会の結 

果次第であるが、最悪のばあいには 

来年のエアシヨーの計爾が決まらな 
い恐れも十分ある。 

エアシヨーが再開されたとしても、 

日本からの旅行者にとって最も影響 

が大きいのは航空機に乗るときの保 
安検査が格段に厳しくなったことで 

ある◦今までは機内持込手荷物が2 

個でも大nnに見てもらえたが、現在 
ではファーストクラスの乘客でも一 

個しか持ち込めなくなり、カメラ 

バッグやフイルムを機内に持ち込む 

人には影響が大きい。特に未使用の 
フイルム輸送は頭痛の種になりそ、っ 

だ。チェックイン荷物に入れると爆発 

物検知目的の散乱X線検奄機を通 

されるため、かなりの確率でフイルム 
に縞模様が入るという報告がある。 

今回の事件の影響でこの新型検査機 
の導入が増えそうなので、フイルムは 

基本的には機内持ち込み手荷物と 
して検赍を受けるしかない。こちら 

は今のところフイルムに影響のない低 
線量での検齋が行なわれているょう 

だ。 
筆者が9月にフランクフルトで検 

査を受けた時はもう目視検査は駄 
Eで必ずX線検査が必要とされた 

が、幸いにも未現像フイルムへの影響 

はなかった" 



74式戦車に、105ミリ徹甲榴弾を積み込む射撃する74式戦車。戦車の発砲炎は一瞬だが非常に目立つ 
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徹甲榴弾射撃訓練要領が示されている。 
躍進間の目標捕捉、迅速で正確な照準な 
どについて書かれている 

上賢.「ド 
，琴^^^ 

麵•- 

输 

射撃する74式戦車。発砲炎が消えた後には砂煙が舞い上がり、やはり、戦車は射撃したと同時に敵に発 
見されるのは避けられない。だから、2発外したら自分がやられる番になってしまうのだ 

イザというとき、自衛隊はどう戦うのか？ 
それがこの連載のテーマだ。演習•訓練取材を通して、 
軍事ジャーナリスト加藤健二郎氏が実感した 
陸上自衛隊装備と隊員たちのr実力」をレポート。 
今月は、戦車による射撃訓練と機甲化部隊&他部隊との 
連携についてお剧ナしよう! 

加藤健二郎の 

戦車の大君¥で敵陣を蹂膶せよ! 

戦車の_鼸と普通科部隊との麒i練 
戦車の射撃訓練 

■fe -r4基.ボ) 
I *y 4y ‘ 卉w ■免 f t 开碍 * - 

T 穿?^^*■料" 
し崦U崎1^ダ桃 

祕•: 

I第7回| 

1500メ—トル先の 
標的を狙え！ 

「2発続けて外したら自分がやら 
れると思え^~」と教官から傲が飛ば 

された。 
ここは静岡県の東富士演習場、機 

甲科教導団にょる徹甲榴弾射擊訓 
練のワンシ^—ンである。まず74式戦 

車による射^から始まつたCスタ1 

卜位置から急加速して下り斜面を 
前進し' 時速Qキロ以上まで上げ 

る。そして急ブレーキにより停止、停 
止してから2秒以内に1発目を射 

擊しなければならない。1発目が外 
れたらすかさず2発目だ。これも2 

秒以内の射顰である。戦車戦におい 
て、この2発を外したら、自分の戦車 

が擊破される番だという。 

一つ目の標的を仕留めたら再び急 
加速で時速30キロ以上に上げ、急停 

止して射撃である。急停止した戦車 

は' 車体が前のめりになり、その反動 
で1〜2度揺れてから安定する。安 

定するまでに1秒以hの時間がかか 

るので、2秒で射聲というのは、車体 
が安定してから1秒未満で照準して 

射幣しなければならないことになる。 
主砲で狙う標的の大きさは、戦車 

の砲塔正面の大きさということで、 
1*5メートルX50センチほどのf■長 

の長方形で、標的までの距離は15 

〇 メ^—トルである 〇 

がる 
弾い 留 

利っ 
散な りこ 

T二0^ 

05円 
わな 茆麗 

咖綺 
板mo 

アた 
二し 

ベ通 

6 
9 

午前中の射擊卽練が 
終わった後で、 命- 

を受けた標的を見せ 
てもらつた。標的はベ 

ニヤ板で、そこに命中 
ゾ-_ンを示す長方形 

が描かれている◦見 
0 

〇 

事に命中していた 
命中した穴は、綺麗 

な円形の穴になって 
いて、ベニヤ板に割れ 

nが入ったりはして 

いない。この綺麗な穴 
から、戦車砲弾のH 

通力が想像できる 
このべニヤの標的 

は、目祝による照準 

で射撃するための標 

的だが、赤外線セン 
サ^~によって熱源を 

探知して射Pする訓 
練のときには、熱源 

標的が使用される。 
午後からは、Q式 

戦車による射幣が開 
始された。今回は、M 

式戦車の乘員を経験 
している者を初めて 

Q式戦車に乘せてみ 
ての訓練である。教 

官は「§式戦車は、攻 
擊•防御•機動力から 



90式戦車の120ミリ砲口に取り付けられた砲口 
照合装置 
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徹甲弾の標的が置かれてる 
四角い穴を90式戦車の砲塔 
上から見る 

90式戦車用の120ミリ対戦車榴弾 

1^1 

f齡::;:むホumif 
{-m iW 

射繫する90式戦車 

_ •. 

■秦.れ112•: 

戦車の射撃は 
一2発以内で 
命中させろ！ 

A式戦車による徹甲弾射擊訓練 
は、北富士演習場で行なわれていた。 

徹甲弾は高速でしかも弾が爆発しな 

いので跳弾の危険が大きいため、標的 
は、コンクリートで造られた穴の奥に 

セットしてあるc-j喂部練をする者 

は、標的を外しても、このコンクリ^~ 

卜の穴の中には撃ち込まなければな 
らない。 

徹甲弾射繫の場合も、2発以内で 

命中弾を与えなければならない。教 
官からは「砲手は、1発^!の弹の弾着 

箇所を絶対に見失うな。1発EHが外 
れたら、2觉211をどっちへ修rするか 

を瞵時に判断しろ」との指示が飛ぶ。 
しっかりと見ていれば、命中箇所から 

一瞬火が出るのが見えるらしい。この 

徹甲弾射幣は、前述のuf富士演習場 

てきて停止して2秒以内に射擊とい 
うものではない。やや高台になった定 

位置から一発ずつに時間をかけて射 

の 幣する基本的な訓練であった。 

^ 話は変わるが、自衛隊の戦車の 

^ 射擊を何度か取材していて疑問 
蘇 に感じるのは、砲塔を横向きにし 

奸 ての射撃を見たことがないことで 
1从ある。他のヵメラマンが撮影した 

^IIチ訓練写宵一(や、自衛隊が発表してい 
Wキる資料でも、戦車の射弊シーンの 

1 £写真は、車体が射幣正面方向を 
尤別向いているものばかりである。ど 

9重こかでは横向き射幣の訓練もやっ 

ているのかもしれないが、その頻度は 
低く、S衛隊のほとんどの戦車隊員 

は横向き射喂をやったことがないので 
はないだろうか？ 横向き射槃が戦 

車の性能上で問題があるのでなけれ 

ばよいのだが。 

ハィテク機器まで多くの面で74式よ 

り優れているのですが、最も凄いと 
感じるのは、初めて乗った隊員でも、 

そこそこは動かせる点です。％式戦 
車を経驗している隊員なら、4〜5 

回も走らせれば、もぅ問題なくQ式 

戦車を扱えます」といぅ◦ただ、61式 
戦単を経験しているベテラン戦車隊 

環境デ—夕+経験=命中 
射槳を開始していない90式の砲口 

を見てみると、スコープのよぅなもの 
が装着されていた。これは砲口照合 

装置といい、砲身の歪みを精密に測 

定する器具である。砲身は、気温や 
湿度などの外気環境、射撃の状況に 

よつても歪みが出るCミラーとレンズ 

で構成された砲口照合裝置によつ 
て、これらを精密に測定してから射 

撃に臨むのである。 

また、砲塔上面には環境センサー 
が立ち、これは主に風InJ風力を測定 

して、照準のためのデータとしてい 
る。しかし環境センサーでは戦車周 

辺のデータしか得られないため、1 
5 〇 〇 メートル先の風向などが違っ 

ていた場合は、砲手の経験に頼るこ 

とになる。Q式戦車の主砲は、ライ 

フル砲ではなく滑腔砲のため、横風 
の影響を受けやすいので、砲手の経 

験値で命中させるのは難しいともい 

われている。正確な環境データが^: 

式戦車の場合以上に求められるとい 
ぅことである。 

ライフル砲とは、砲身内部に刻ま 
れた旋条にょって弾丸に回転を与え 

て直進性を持たせるタイプの砲身 
である。一方、滑腔砲は、弾丸を回転 

させない有翼弾なので、どぅしても 

横風に影響を受けやすくなるが' 滑 

腔砲弾は貫通力が高い。 

  

弾丸の貫通力は'弾速が速いこと、 

弾丸の形状が細長くて重いこと、材 

質が堅いことなどが求められるJフ 

員に言わせれば 

「M式も、射撃安 
定を作動させて 

しまえば命中し 

ますよ」とのこと 

である。 

ィフル砲では、細 
長くて肃ぃ弾丸 

を安定して飛ば 

せないこと、より 

高速で弾丸を発 
射するためには、 

ラィフル砲の砲 
身寿命は非常に 

短くなつてしま 

うことなどのS 

由から滑腔砲が 
生まれたのであ 

る 
〇 式戦-Itの 

2 〇ミリ滑腔砲 

から発射する徹 
甲弾はAPFS 

DS (徹甲a安定 

離脱サボ)弾とい 

い、弾丸の先端に 
飛び出している 

針状の部分だけ 
が徹甲弾として 

飛んでゆくので 
ある。大口径の砲身から小口径の徹 

甲弾(弾頭の針のよぅな部分)を飛ば 
す方式をアクセロレ^~夕^—といい、よ 

り高速の弾速を得られて貫通力が 
増している。滑腔砲は敵戦車を一 

で擊破するための貫通力を重要視し 

た砲であり、Q式戦車の徹甲弾の弾 
速は秒速1650メートルになる。ラ 

ィフル砲の弾丸の初速は秒速loo 

〇メートル前後だ。 
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小隊長になるための 
BOC (幹部初級 

課程)訓練 
戦車戦といぅと、戦車同士の_ち 

合いのィメージが強いが、戦車部隊 
だけで戦闘が行われるヶースは非常 

に稀である。戦車、歩兵、砲兵など異 
なる部隊とのチ_~ムワ^~クこそが勝 

敗のヵギであり、幹部(将校)の重要 
な役割は、そこにあるのだ。 

防衛大学校か一般大学を卒業し 

幹部自衛官となって、各地に赴任し 
たばかりの新任3尉は、富士学校で 

BoC (幹部初級課程)訓練を受け 

なければならない。今回ここで紹介 
するBOC訓練は、これから小隊長 

になるための教育で、普通科(歩兵)、 
機甲科(戦車)、特科(砲兵)、施設科 

(エ丘0による戦闘協力における部 
隊間調整と小隊の指揮方法が教育 

目的になっている。 
まず模型を使った砂盤演習や現場 

視察から始めて、機能別演習、総合 
演習へと進む。機能別演習では、地雷 

原の突破や敵主陣地の制圧など、要 
所の戦闘だけを杣出して訓練する 

もので、総合演習では、それらを全て 
連続して行なぅことになる。 

9 94年7月:j日、朝の5時半 -1 

くらいから、普通科隊員の前進が始 

まった。攻繫開始までに普通科部隊 
が正面の丘を制圧することになって 

いる。6時までには、丘を越えて敵の 
敷設した地雷原の近くまで前進す 

る。これらは、敵に発見されないよぅ 
にこっそりと移動する隠密行動であ 

る。 
6時近くなると、戦車のエンジン音 

が響き渡り始めた。しかしなかなか 
姿は見えない。起伏のある地形の中 

では、できる限り低いところを移動 

し、茂みなどに隠れるのだが、戦車の 

エンジン音だけは消しようがない。 
しばらくして、特科による支援砲 

骤が始まった。この砲撃は実際に擊つ 
わけではなく、着！：地点でスモーク 

を焚いて示し、その間に施設科が地 
雷原を爆破処理をするのである。爆 

破処理器材を担いで敵の前面に広が 
る地雷原に突入して敵の銃砲火にや 

られないだろうか？という疑問は 
あると思うが、施設科による地雷原 

突破の取材ルポは別の機会のこの連 
載の中で紹介したい。 

BOC訓練は、地雷処理作業その 

ものの訓練ではなく、小隊長が部隊 
を動かし、他の部隊と連携する訓練 

なので、A分間の支援砲繫の間に地 
雷は処理されたという設定になつて 

いる。教官は「攻撃行動そのものの訓 
練なら、地雷原突破は深夜に、見通 

しの悪い地形のところを選んでやり 
ます。しかし今回は、新任小隊長が 

各小隊や中隊と連携しながら部隊 

を動かす訓練が回的なので、白昼に 
平原でやっているのです」という。 

複雄な地形では 
機動力が落ちる戦車部隊 
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施設科は、奥行き約loo メート 
ルの地雷原に4つの突破口を作り、 

ここから同時に4個の戦車部隊が突 

入を開始する。地雷原を誘爆処理し 
た突破口は、地雷の爆発にょって、大 

穴があいているため、戦車は、その穴 
を登り下りしながら前進しなけれ 

ばならない。この訓練では、これらの 
大穴は、パヮーショべルで掘削して 

作っていた。 
穴は深いものでは2 メートル近く 

もあるため、戦fのH体は下を向い 
たり上を向いたりと激しくmlき、と 
ても敵陣に照準を合わせていられる 

状況ではない。特に、下り坂になると 
きは、砲身の仰角を一番上向きにし 

V 

る 

鲥 て、砲身が地面に触れないようにし 
なければならない。当然ながら、高 

砲にての 速で突破することなどはできない 

敵側は、じっくりと腰を据えて狙 

い^ちできる場而である。複雑な 
地形のところでは、いかに戦車が 

扱いづらいかといぅことがよくわ 
かるシ^—だ。 

M式戦車2両が通過したすぐ 

後から普通科の徒歩部隊0名が 
続き、さらに4式戦単2両に普通 

科Q名が続くかたちで突入した。 
地雷原に作られた突破口は、幅が 

4メ^—トルほどしかないので、戦m 

の後ろに普通科隊員が続く隊型 
になっていたが、地雷原を抜けると 

すぐに、普通科隊員は左右に展開 

して戦1を援護する。樹林带が 
迫っていて視界が開けてないため、 

至近距離から対戦IJロケットなど 
で反撃されることを警戒しなけ 

ればならないのだ。 

叩き上げの3尉が受ける小隊長訓練 
〃SLC 訓練〃# 
より実戦的な内容で行われる 

翌年の7月には、SLC訓練を取 
材した。これは、内容的には600訓 

練と同じなのだが、小隊長教育を受 
ける学生が、大学卒の3尉ではなく、 

2等陸士、陸曹と下から叩き上げで 
上がってきた3尉だといぅ違いがあ 

る。つまりSLCの小隊長のほぅが陸 

上自衛隊員としてのキャリアは圧倒 
的に長いベテランなのである。 

訓練の進行は、地雷原の突破から 
始まる点で想定も非常に似ていた 

が、戦車を用いた突破方法はBOC 

訓練のときとは違っていた。BOC訓 

練では、戦車2両、普通科Q名、戦車 

2両、普通科10名という順序で突入 

してきたが、SLC訓練では、戦車4 

両がまとまって突進してきた。教官 

は「戦車は、間隔をあけずに団子状 
になって突っ込め！1両ずつ間隔 

をあけていると一両ずつ携带式対戦 
車ロケットにやられるぞ」と指導し 

ていた。 
1998年に東北地方の第9師団 

の戦車隊を取材したときにも、戦車 
4両は団子状態になって突進してい 

た。叩き上げ小隊長のためのSLC 

訓練のほうが、BOCよりも動きが 

実戦的になっているのだろうか。 
話をBOC訓練に戻そう。地雷原 

を突破したら、その先は、両側を樹 

C 
〇 

B 

林帯に囲まれた一本道の前進にな 

る。遠くへの見通しが利かないため、 
普通科に前を歩かせて、戦車は敵の 

反擊の際には支援射撃をできる位 
置から脫みを効かせつつ続いてくる。 

戦車の前を行く普通科隊員たちは、 

似式機関銃を持った者が道路際で 
機関銃を構えて支援射撃の態勢を 

取り、その支援の下で、他の普通科隙 

員たちが前進をしてゆく。前方に敵 
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前つ 
のを 
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対空警戒ということで茂みの中に隠れた74式戦車。草葉 
による偽装は完璧といえる出来なのだが、キヤタピラの跡 
が残ったままである 

SLC訓練では、74式戦車は間隔を空けず、 
団子状になって突撃してきた 

:，dパ 

1111^郎 ミ.口： 

(かとう•けんじろう） 
1961年生まれ。1985〜 
1988年、建設技術者として 
東翌建設工業勤務。以後、 
海外へ飛び出中米、ァ 
フリカ、中東、旧ユーゴ、チエ 
チェンなど、戦場突入回数74回、戦闘遭遇は25回。 
1994年より「実戦との比較1とし、う視点で自衛隊取 
材を開始、1997年より防衛庁のオピニオンリーダー 
となるc著書にr戦場へのパスポートj『35ミリ最前 
線を行ぐJ。共著に『戦友が死体となる瞬間ir圓説• 
検証*自衛隊のハイテク戦」などがある。 

99 

画實产， 

で、1名が砲塔上の12こ/_機関銃を 

構え、もぅ1人が車外に出て、付近 

の!I戒をすることになる。しかし"乗 
員が3名の90式戦車では、^外を敬-i-r 

戒できる者が！名しかいないことに 

なる。M式戦車のベテラン搭乗Mにい 
わせれば「戦車1両を3名で守るの 

は無理です。必ず死角ができます」 
と言い切る。 

教官からの指導が終わって部隊の 

前進が再開され、しばらくすると 

「対空替戒！，1の命令が入った。M式 

戦車は、バックで90度夕^ —ンをして近 

くの茂みの中に隠れた。陸上自衛隊 

のili*習を見ていていつも感心するの 
は、草木などを使ったカムフラージユ 

が非常に念入りで巧いことである。 
戦祺も、カムフラージユは徹底してい 

て、砲身にまでしっかりと草が巻き 

付けられている。 
このカムフラ^—ジユで茂みの中に 

人ってしまったら、上空から目視では 

かなり発見しづらいであろぅ◦しか 

し、戦車が茂みに入ったところにキャ 
タピラの轍がクツキリと残つていた。 

せっかく、戦車が茂みの中に溶け达ん 
でいても、轍を消しておかなければ 

「頭隠して尻隠さず」の状態である。 

しはらくすると、普通科部隊の前 

進が停止し、s式戦車3両が普通科 
部隊ょりも前に出てしまった。教官 

から普通科小隊提に対して教育指導 

が入ったため、訓練の進行を一時中 
断しているのだという。戦ili隊のほ、っ 

はそのことを知らずに前進してし 

まったのだ。そういった状況はともか 
くとして、戦祺3両が普迎科の援護 

なしで先頭に出てしまっているのはま 

ずい。気づいて戦車は停止したのだ 

が、戦車隊員が軍外に出てきて周辺 
警戒をするわけでもなかった。 

最前線でこんな状況を作ってし 
まったら、「どうぞ戦車を餌食にして 

ください」と言っているょうなもので 

ある。戦車は、厚い装甲で覆われてい 
て視界が狭いため、携帯式対戦車口 

ケットを担いで至近距離からこっそ 

り近寄ってくる敵丘ハには弱いのであ 

る。そのために、戦車の周辺を^戒援 
護する普通科部隊が必要になってく 

るのだ。 

ここで戦車搭乗員による周辺警戒 
について見てみる。まず、運転手と無 

線手は各自の持ち場から離れられな 

いという。74式戦車の乘員は4名なの 

か現れたら、すかさず6L式機関 

銃が火を吹くといぅ態勢である。 
普通科部隊が前方S戒の位置 

に就いて、普通科小隊長からの合 

図が出たら戦車はゆっくりと前 
進する。部隊は、4つの突破口か 

ら前進しているので、4つの部隊と 

の連絡を保ちながらの前進であ 
るe1個部隊だけが突出して前に 

出てしまつてもよくないし、遅れ 

ている部隊があるかもしれない。 
こういう点の調整が、BOC訓練 

の主眼だ。 

普通科の援護なしでは 
前進できない戦車部隊 
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地下 

近代戦車戦闢では 
"地の利，という言葉は必要ない 

ぐ、 力 

1991年の湾岸戦争では、アメ 

リカ軍とイラク軍の戦車部隊が砲 

撃戦を演じている。しかし、この砂漠 
の戦^戦ょりも、-^994年4月に 

ボスニアの山岳地带で行われた国連 

デンマーク軍レオパルト1A 3DK 

戦車がセルビアmロケットランチヤー 

部隊を擊破した例のほうが、自衛隊 
本国内で想定する戦闘に近い。 

そこで、この戦1に参加したデン 

マーク軍の戦車小隊長へのインタ 
ビユ！を抜粋してみる。近代的なハイ 

テク戦車にょる戦岡の実態を知る上 
で参考になるであろう。 

「深夜に、国速の監視所がセルビア 
軍の砲擊を受けたので、戦車7両が 

救援に向かいました。すると、3 00 

〇メートルほど離れた山の中からセ 
ルビア軍は戦車隊にロケットラン 

チヤーを発射してきました。前を 
走っていた5両はそのまま前進し、後 

ろの2両が左右に展開してから敵の 

射擊位置を観測しました。そしてす 

ぐに反擊を開始。Q数分間でK発の 
ノ砲弾を叩き込むと、セル 

ビア軍の射擊は沈黙しました」 
結果は、セルビア兵の戦死が9名 

でデンマーク軍の損害はゼロというも 
のだった◦土地勘は圧倒的にセルビア 

軍が有利だったにもかかわらず、ハ 

イテク武装のレオパルトが完全勝利 

したのである。これについて小隊長は 
I戦闘が始まってしまうと、土地勘の 

なさは、暗視装置や観測システムが 

優れているということで克服できま 
す。例えば、一度、照準した目標は、コ 

ンピユーターで記憶されるので、戦車の 

位置や姿勢を変えても、その目標に命 
中弾を与え続けられます」という。 

土地勘が大切なのは、部隊の移動 
や補給など、戦闘が始まる前の段階 

1〇 5ミ 

である。レオパルト戦瑣を扱っている 

上で最も気を遗うのはエンジンのパ 
ワ^—コントロ-—ルだというr「登り坂 

ばかりが続いたり、凹凸の激しい地 
形を走り続けたりすると、エンジン 

が才Iバーヒートしてしまうので 

す。オーバーヒートは、水温計の 
チェックなとで予防できるのですが、 

戦闘状態に入ると、予想以上にエン 
ジンに負€.の力かる動きをしてしま 

い、搭乘Mもそれを見落としがちな 
のです」とのことだ。 

戦闘を開始してしまえば地形や 

土地勘はあまり関係ないというのは、 
陸上自衛隊にとっては痛い言葉では 

ないだろうか。というのは、陸上自衛 

隊の演wの多くは「地の利を活かす 
こと」を重視しているからである。 

また、歩兵の持つ携帯式対戦車兵 

器の進歩にょって、戦車の大群で敵 

陣を蹂腦するという戦術も過去の 
ものになりつつある。ボスニアやチェ 

チェンでも、戦車を突幣させる戦術 

が成功したという例は聞いたことが 
ない。陸匕自衛隊は、^00ゃ310 

訓練で採用されていた戦革の運用方 

法を、近代戦、そして将来戦に適用 
できるものに変えてゆかなければな 

らないであろう。 



現在、モハビ空港に翼を並べる2機のサ—ブJ*32ランセン 
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カリフオルニア州モ八ビ 
…砂漠に眠る2除のランセン 

ロサンゼルスの東部。30年程前にあ 

のトラィスタ1がロールアウトした 
ロッキ^—ドのパ.^ムデールエ場(今は 

もう当時の面影はほとんどないが 
.の近くを通り、米軍の新銳機を 

テストしてきたエドワーズ空軍基地 

を過ぎるとモハビという小さな街に 

至る。このあたり一带は眇漠地带。背 
の低いブッシュが生えた乾いた土地が 

広がる、どこか荒廃した光景が続く。 

そんな光景の中にモハピはある。もつ 
ともモハビといつてもこの街はほんと 

うに小さい。それまで何もなかった道 
のわきにちよつと看板が増えて、ガソ 

リンスタンドが見えてきたらそこが 

モハビだ。はじめてモハピを訪れたと 
き' この街に泊まることにしたのだ 

が、当然のことながら立派なホテル 
などない。あつたのはアメリカでよく 

見かける安モーテルだけ。そのモーテ 

ルも鍵がなんと、昔日本のトイレに 
あったような内側からただ引っ掛け 

るだけの鍵。物騒なアメリカでもなん•だろうと言われている。ッー〇〇〇機と 
とものどかな街だと呆れてしまった。•言えば、あのアリゾナ州のAM ARC 

フリ^—ウェイを右祈してloo メ^~ 

トルほど走ると、あのモハピの飛行場 
が広がる。 

9月11日の同時多発テロの影響で 
米国では古い旅客機を中心に最終的 

には2000機が引退を強いられ、モ 
ハビ、マラナ、キングマン"ラスベガスと 

つた砂漠のストア•エリア等に並ぶ V 

(航空機整備及び再生セン 

夕^~)でモスボ^~ルされてい 
る機体の数にも匹敵する。 

ずらりと翼を並べる旅客 
機…そんな光景がもぅ0 

¥以上続いているモハピでは 
旅容機だけでなく軍用機を 

見ることもできる。現在、英 
国のB A Eシステムズ傘下 

に入った、かつてのフラィト* 
システムズではF - 4フアン 

トムがまだ顽張っている。 
チェコやポ_~ランドヵら人つ 

てきたM.IG.21、元南アフ 
リヵ空軍で使っていたF -Q 

など、既に10年近くここに 
置かれたままの機休も少な 

くない。 
そして、モハピでスクラッ 

プ置き場と呼ばれている一 

角には、なんとスゥェーデン 
製のサ^^ブ„_5,32ランセンが 

2機ストアされている◦モハ 

ビにはきれいにレストアされ 
たホ^~力^—ハンタ1等のク 

ラシツク■ジエツトフアィタ.~ 

をときどき回にすることが 

あるが、2機のサーブJ-32 

ランセンは、レストア目的で 

導入されたものではなく、 
研究用に使われた機体なの 

だ。ちなみにモハピでは複数 

の研究用の機体が運用され 
ている…胴体にH〇ND Aと 

書かれたロッキードT-oは、地元のェ 

ンジニアによれば日本の本田技研ェ 
業がジェット土ンジンの研究用に使つ 

ていた機体だった(今でも使っているだ 
ろぅか 〇 

今回、ご紹介するのは博物館の機 
体ではない。今もヵリフォルニアの砂 

漠にストアされたままとなつている 
スゥエーデンが生んだ全天候戦闘機 

サーブJ>32ランセンのである。 
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ではなIVけど… 

世界の航空博物館TファイルNo.42 

モ八ビ空港 
博物館ではないので特に連絡先はない。モハビ空港 
に行きランプツアーを申し込むのがサーブJ-32ランセ 
ンを見ることができる唯一の方法だが、現状、ランプツ 
アーは中止。しばらくの間、状況がよくなるのを待とう。 

モ八ビ空港 

14 

まず、最初におことわりしておきた 
いのだが、今回ご紹介したモハビは 

博物館ではない。しかし、既に1970年 
代からモハビは伝説の地となってい 

た。第一の理由は昨年とうとうスク 

ラップとなったトランスワールド航空 
のコンベア880型機20機以上がず 

らっと並んでいたことで有名だったこ 

と。その中には海軍で使われた機体も 
含まれていた。現在は、9月の同時多 

発テロで引退を余儀なくされた多くの 
航空機も加わり、モハビはすでに満杯 

状態に近い。 
その一方でランプにはかつてのフ 

ライト•システムズの民間登録の軍用 
機が並ぶ。現在の主力機はマクドネ 
ルダグラスF-4ファントム。1980年代には 

翼今伝 
をもK 
数の 

べ多モ 
る<八 
のビ 
M : 

〇サンゼルス 

□サンゼルス 
国際空港 

角、トライスターやジャンボ、コンベア880 

F-100スーパーセイバーやF-86FJ-33な などに囲まれるようにして、今回ご紹介し 

どが並んでいた。また、ここ数年は旧ソ連 
のMiG-21(チェコ空軍、ポーランド空軍な 

どから放出されたもの）、MiG-17や、英国 

製を中心としたクラシック*ジェット（ハン 
夕一やミーティア等）なんかも見かけること 
が多かった。 

実は同時多発テロが起きるまでは、モハ 
ビではランプ•ツアーがあった。ランプ■ツ 

アーといっても定期的に行われているも 

のではなぐ管制塔の下にある管理局に 
いって写真撮影をお願いすればOKだっ 
た。20ドル払えばバンで、空港内を自由に 

回ってくれる。かつては、危険だからといっ 
て入ることが難しかった滑走路をわたった 
先にあるスクラップ置き場にも入ることが 

できた。そして、このスクラップ置き場の一 

たサーブJ-32ランセン2機が置かれたま 

まになっている。状態はそれほど悪くない 
が、ここに置かれた機体の多くは厳しい運 

命をたどっている。スウェーデンが生み出 

した初の本格的な全天候戦闘機サーブ 
J-32ランセン。できれば‘、フライアブルな 

状態でどこかの博物館できちんと管理し 
てくれるといいのだが 

ちなみに同時多発テロ以降、モハビの 
ランプ•ッア_は中止されている。外周か 

らの写真撮影はある程度可能と言われる 
が、米国での空港等での写真撮影の環 

境は非常に厳しい。今度、またモハビに行 

くのなら、暖かくなるまでちょっと待ったほ 
うがいいかもしれない。 

民間レジを付けたカナデアセイバ 

光景(Photo :TAM) 

Mk5とF-4DファントムIIが■んでいるのもモハービならではの 
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スウH|デンの戦闘機としては 
才—ソドツクスなランセン 

サ—ブJ.32ランセンは、デルタ翼 
やダブルデルタ冀の「ドラケン」、「ビ 

ゲン」や「空飛ぶビア樽」の異名をとっ 
たサーブJI29といった個性的な戦 

闘機に比べると極めて才—ソドック 
スなスタィルの戦闘機と言えそぅ 

だ。一見するとロッキードT*33に似 
てないこともないが、後退角をもつた 

主翼や直接的な垂直尾翼は明らか 
にT-33とは異なる。 

そんなサーブJ-32ランセンにつな 
がる研究は戦後すぐの1946年に 

すでにはじまつていた。このときス 
ゥエーデンでは全翼機などいくつかの 

ュニークな機体の研究が行われてい 

たが、最終的に一9 5 2年]月、 

サーブJ-32ランセンのプロトタイプ 
機が初飛行に成功した◦実はサーブ 

J.32ランセンはスウヱーデンが独自 

に空力設計を行い、全機システムを 
開発した最初の戦闘機だったのだ。 

それだけにいろいろと苦労もあつた。 
とりわけ苦労したのが機体後部の設 

計で、最後まで機体後部をどう設計 
するかに悩んだ。悩みに悩み、ついに 

は水槽の中に機体尾部を入れてその 
回りの流れを解析するという方法が 

とられた。結果、最終的な形状を決 
定したのだが、風洞を使うょりも当 

時はこのほうが細かな流れの解析が 
できたのだろうか？確かに液体にァ 

ルミ粉などのトレーサ—を混ぜてス 

トロボ撮影すると結構簡単に可視化 
ができたという。航空機周囲の流れ 

解析でもこの方法は有効なのだろう 
か、このあたりはとても興味引かれ 

る話だ。もちろん、今ではコンピユー 
夕を使ってずっと高度な解析ができ 

るわけだが、こぅした先人の知恵を 
尽くした研究にはやっぱり魅力を感 

じてしまぅ。 

そんなサーブJ-32ランセンは1 

955年力ら1960年かナて44 

9機が生産された◦最初に生産され 
たのが1955年12月から195 7 

年6月にかけて287機が生産さ 

れたA-2Aシリーズ。同型機は19 

60年にスウヱIデン空軍に引き渡 
されている。次に開発されたのが偵 

察型のS-沿C。こちらは機関砲の代 
わりに偵察用カメラとPS431\ 

Aレーダを搭載したものだ。さらに 
サーブJ-2ランセンは全天候性型 

のJ,32Bへと発展していった。この 
J-2Bは120機が生産された 

が、何機かは標的曳航機や電子戦の 

練習機へと改造されている。そして、 

これらの機体の一部は現在も運用さ 

れているのだ。 
ところで、サーブJ-32ランセンの 

ぅち3機は、1960年代はじめに 

スウヱーデンで民間登録されているの 
だが、さらに1980年代半ばには 

数機が米国に輸山されている。19 

84牢4月〜〇〇月にかけて米国に持 
ち込まれた2機のサーブJ*32ラン 

センは、カリフォルニア州アナハィムに 
ある軍用機のレストアを専門に行つ 

ているMilitary Aircraft Rtistora* 

tion社が購入したもの。機体はシリ 

アルナンバ.~からいずれも初期のA, 
32Aのょぅだ。2機のサーブ—32ラ 

ンセン(N4767R及びN 5 4 6 8 

X)は、その後、カリフォルニア州のモ 
ハビにあるル^~タンのハンガ—のわき 

に置かれていた。この一角はここ数 
年、旧ソ連製のMiG機がしばしば 

置かれているところで、この6月にも 

元チエコ空軍のAliG-21が置かれて 

ぃた。 

さて、Military Aire3flwestom. 

tion社が購入したサjブJ-2フン 
センのうち1機はマッハ2フラィト. 

テクノロジ I#9IachTW0Flight 

Technology)が研究用に使用した 
ため、機首等に改造が加えられ、塗 

装もあの濃い緑色のヵラーリングか 
らグレ^—の1色に塗り替えられてい 

る(こうなると、ますますT-33に見 
えてきたりして…)。このマッハ2フラ 

ィト•テクノロジー社という会社の詳 

細はどうもよく分からないのだが 
(すみません、詳細ご存知の方、教え 

てください)。 
いずれにしろ、この2機のサーブ 

J-沿ランセンは、現在は研究機とし 

ての役搿も終わり、モハビ空港の一角 
に放置されている。 
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八セガワ /48定価3000円 

飛行機 
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戀J® 

SM^ 

つい—戰級へuフアン搏篇0AH_MDアパッチがMセ 
ガワから鼸籟された。さすがに薄っただけの甲饔が 

180たと雷わせるモノ Kt!上がorいる。パ—ジ3ン換 
えキットにも英圓櫧の雄"Iフンカスタ—が！III夕—4 

讎鼷两で控えMいるそ！それでは、審S開始 

2 
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D □ 
6ツ 
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Aア 
ハセガワから、7月発売予定だっ 

た1\犯のAH-4Dアパッチロング 

ボウがリリースされた。ヘリコプ 

ターの中ではダントツ人気のアパツ 
チは各メーカ—からキツトが発売さ 

れているが、いずれも実機が完成し 

た直後に製品化したキットで、一長 
i短があって決定版が待ち望まれ 

ていた。そしてついに今回、主口| 
ターマスト頂部にロンクボウ•レー 

ダーを搭載した' 最新型のAH-40 

アバツチロングボウがハセガワから 
登場したワケなのだ。 

実機解説 
ベトナム戦争ではジャングルの中 

に潜むベトコンを攻撃するため攻撃 
ヘリコプターの研究が進み、UH.34、 _ 

UH-1、CH-47などのへリコプ 

ターに機銃やロケット弾ポッド 
などを搭載し実戦でテストが 

行なわれた。結果、UH-1の胴 

体を再設計した本格的な攻幣 
ヘリコブタ1として誕生したの 

がAH -1Gコブラであるのは 
ご存知の通り。海止ハ隊では発達 

型のAlIi^J採用され、早々 

にべトナムに送られて実戦に投 
人された。 

1—| 9 72年からはAII_1よ 

り大型で、全天候能力がある次 
期攻_へリコプターの開発が始 

まり、YAH-63A と Y AH*64 

Aの2機種で評価試験が行われ、そ 

の結果1976牢12月にYAH-64 

Aの採用が決定した。AH-3は赤外 

線暗視装置、昼間用テレビカメラ、 
レーザー側距儀兼E標指定装置、 

レーザー追跡装置などを装備してい 
るほか、AGM—114ヘルファィア、 

70_ ロケット弾、M230チェ—ンガン 

などのウエポンを搭載できる本格的 
な攻撃へリコプター。AH-64Aのほ 

かにロングボウ*レーダーを搭載した 
AH- SDが生産されており、D型は 

アパッチロングホウと呼ばれている。 

AH-64Dアパッチロングボウはア 

メリカ陸軍のほか、クウェート、イス 

ラエル、オランダ、イギリスなどで使 

用されており、日本の陸上自衛隊で 
も採用が決定したのは記憶に新i 
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デカールは1機分がセットされている。地味ですね 
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卜を消さないよぅにしたい：エンシン 
ヵゥリングも同様で、赤外線制御機 

構が付くエンジン排気口は上下分割 
されており、ここも分割ラインがEH 

立つ。 
可動する機首のA標補足，\指示 

照準器は問題ないが、クリアIパー 
ッの接着は暴りにくいタイプの接着 

剤などを用いて慎重に行ぅ。 
複雑に分割されているロングボゥ 

レ_~ダ_とメインロ^~夕^—は、別に 
手を加える必要がないほど詳細に 

再現されている。ただし細かいパーッ 

が多いので組み立ては慎重に。ロー 
夕1基部周辺もほとんど黒だが塗 

装で金厲感を出したいところだ。 
ウエボンは2 ■ |£^インチロケット5 

ポッド'AGM t—- 4ヘルファイア刘 

戦車ミサイルが付属している。この 

ほかアパッチUングボウは、FIM- 
92ステインガー空対空ミサイルや長 

距離フエリ*~用の増加タンクなども 
搭載可能だ。今後A H ,64Aアパッチ 

の :ンヨン展開が予定されている 

ほか、陸上自衛隊が導入すれば当然 
デカ^—ル換えキットの展開も予想さ 

れる。 
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アパッチの不気味なフォルム 

と相まつて、これでもかと言 
わんばかりのモ—ルドが悶絶 

モノの好キットだ。陸自バー 
ジヨンが出るのはいつかな 
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ところた。 

字ット解説 
発売予定から約3か月遅れで登 

場したハセガワのAH-64Dアパッチ 
ロングボウ。繊細な凸リベットや 

シャーブなスジ彫りが、露骨といって 

もいいほどの独特の細部を再現して 
いる。総数2 9 6点というパ彳ッ数は 

1\48のヘリのモデルとしてはやや多 
いほうだが、アパッチのキットの中で 

は決定版問違いなしという期待通り 
の仕上がりとなった。 

コクピットはコンソ^—ルパネルやft 

器版などにメリハリのあるモールド 
が施されている"ンートベルトまで 

モールドされた独特の座席など、今 

まで5&-5tされているアパッチのキット 
の中でも最高の出来で、計器盤にあ 

る大画面の多目的表示装置(MPD) 

やスイッチ類などを細かく塗り分け 

るだけで十分だ。 
次にコクピット内部の塗装だが、最 

近の軍用ヘリのコクピットは内部や 
シ^—卜などを含めてすべて黑一色。 

おまけにアパッチの外部嫌装はほと 
んど黒に近いオリーブドラブだ。こ 

れたとまったくコントラストか付か 
なくなりちょっと面白みにかけるた 

め、材質の違いなどを表现するため 
白や茶などを混ぜてメリハリを付け 

てみょう。キットにはパイロットも付 
厲。良く出来ておりアクセントにな 

るので乗せてみるのもいい。 
コクピットや脚、30_チエーンガン、 

メインロータ—の基部などに取り付 

ける細かいパーッの一部に取り付け 
位置や方向が分かりにくい部分があ 

るので、説明書や実機写真などを良 
く見て組もう。 

胴体に張り出した電子機器室は 
左右と下面に3分割されているが、 

一部合いが惡い部分があるため慎重 
に仮組みを行ない、できる限り修正 

箇所を少なくして、繊細な凸リベッ 



タミヤ1/48 
定価8000円 

ランカスタ_ 
BIスペシャル 
クランドスラムポマ 

カリしているキットなので、細部に凝 

るのも良し、塗装に凝るのも良しで 

十分楽しめるキットだ。 

プラモの存在意義を見たかの 
ような楽しいキット。もともと 

が秀作キツトなので安心して 
組める。とにかくデカいのでか 

なりのスぺ—スが必要だが… 
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長い間休止製品だったタミヤの 
ランカスタ—が、久しぶりに再販さ 

れた。といっても単なる再販ではな 
く第2次世界大戦中に作られた世 

界最大の爆弾"グランドスラム，搭 
載機へのバ—ジョン換え。おまけに 

モータIを内蔵したプロペラアク 
ションシリ—ズとあっては蛇の目 

フアンにはたまらない。 

実機解説 
ランカスターは前作の双発爆撃機 

マンチェスターから発達したイギリス 
空軍初の4発戦略爆撃機で、合計56 

個飛行隊が編成されョーロッバ大陸 
で主に夜間爆幣などに活躍した。出 

擊回数は15万600 0ソーテイ—、 
投下した爆弾は6万860トンとい 

われている。 
ランカスターは大きな搭載量を 

活用してダム攻擊專用の爆弾を搭 

載した「ダムバスター」、ドイツ戦艦 
テイルピッツの撃沈やトンネルの破 

壊などに活躍した6トン爆弾搭載 
機など、多くの派生型が生産されて 

おり、本作の10トン爆弾"グランドス 

ラム"を搭載したランカスタ^~CQIス 
ペシヤルボマ1もそのうちの1機。こ 

の爆弾は高度約1万3 O O omから 
投下され、地中深く潜り込んだ後 

に曝発して地震を起こす特殊爆弾 

で、ドイツ軍に対して 

合計41発が投下され 
大きな戦果をあげた 

といわれている。 

キツト解説 
キット自体は古いた 

めパネルラインなどの 
モIルドなどは凸仕上 

げだが、そのほかは現 
在のレベルと比べても 

全く見劣りしない。一 

部の^彈倉のパーツを 
変更して全]18メ .—'卜 

ルのQトン爆弾が搭載できるょうに 
なつており、エンジンナセル中にプロべ 

ラ冋転用の小概モーターを内藏して 
おり、大型爆弾がスイッチとなってい 

る。また、自肃で変形した主脚タイ 

ヤやパイロット、整備Mのフィギュア、 
また通常のキャノピーのほかに、塗装 

済みキャノピーなどが新たに追加さ 
れているのが特徴だ。 

キットを組み立てる前に、気にな 
るパネルラインは出来るだけ掘りtiir 

しておきたい。最近のキットはスジ掘 

りが当たり前になっているため、パネ 
ルラインを掘り直すことはほとんど 

なくなったが、この機体のパネルライ 
ンは直線がほとんどなので初心者の 

方は練習のためにも是非トライして 
iしハね。 

/TV ^ tv!-«/■ 

胴体内部はコクピットと爆幣手 
席、銃座しか再現されていないが、風 

防を付けてしまうとほとんど内部 
が見えなくなってしまうので、丁寧 

に逾り分けるだけで十分。 

プロペラを回転させるための面倒 

な配線はほとんど出来上がっている 
ためモータ1とコ^~ド、スイッチをつ 

なぐだけでOK。いままでタミヤか 
ら単発機のブロペラが回転できる 

キットが発売されているが、4発の大 

型爆撃機のプロペラが同時に回転す 
るのはさすがに壮観だ。基本がシッ 



エンジンを胴体内部に2発も積むというムチヤをする 
と、こういう独特な形になるわけで…。大方の予想通り 
エンジン冷却が上手くいかず失敗作に終わった 

MPM 1 /72定価2200円 
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最犬2800馬力の化け物エンジンを積 
んだALM。ヒジョ〜に細長い機首を 
再現したカウリングが新金型だ 
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こんな超マイナー機を良く 
モデル化したものだ。そう簡 
単にはキット化されない（も 
う二度とされなかったりして 
…）だろうから、お宝キットマ 
ニアは買っておくのが吉 

定価2000円 
フアインモールド1/72 

定価2400円 
/48 八セガワ 

F 
kH 

函 
In: 

16 ，-1-； 

察 

上 
R雲 

試景1 

八製隨I 
十試 r: Gln: 

.ンケルHel9泊察^撃機を 
に、エンジンを2基帘型につな 

のシャフトでプロペラを回すと 

いぅ異色の発想で開発されたのが陸 
h偵察機.贵雲。終戦-31前の昭和Qハヰ 

5月7日に初飛行したものの、その複 
雑な構造ゆえにトラブルが続出して 

結局採用されなかった幻の機体だ。 
このキットは以前から発売されて 

いたが、今回はリニューアルされ備格 
をやや#さえられて再販された。終 

戦直前に開発された機体だけに資料 
は少なかったと思われるが、独特のスタィルを 

再現しており、パーツ数も少ないため作りやす 
いキット。ほとんど実機の写真が残っていないの 

で特に細部にこだわる必要はないが、キットと 
同時に冷却器のメッシュやシートべルト、リア 

カーなどがセットされた試製景雲専用のエッチ 
ングパーツ(定価1300円)が発売されてい 

る。 

民間軽飛行機メーヵーと 
して知られるスチンソンが、 

1930年代後半に開発し 
た連絡機〇-奶。しかし彳9 

42牢の統一名称により 

「〇」が示す観測機の名称は 
廃止され、連絡機「とと呼 

ばれることになつた。した 
がつて本機はL-1と改称さ 

れている。 
キットは簡易インジェク 

ションなので、普段作り惯れ 
ているインジェクションと比 

ベるとパーツにシャープさが 
なく、モ^^ルドも甘い。しか 

し製作費が安くできるため 
こぅしたマイナーな機体が 

製品化できるともいえる。こ 

のキットはパーッ数は少ない 
がやや合いが惡い部分があ 

るため、細かい部分にこだわ 
らずに完成させるのがコッ。 

2分割されている風防と主 

翼の接着には十分注意する 
とともに、取り付け角度に 

も注意しないと全体のバラ 

ンスが崩れてしまう。 

新金型となった1\48の 
コルセア•シリーズに、^2 

as行機 0SP 

T1L 

は海軍機の塗 
装が従樂のシー 

ブルーから、上 
面ラィトガル 

グレ*— ■下■ィ 
ンシグニアホワ 

ィトの新塗装に 
変ゎった195 

5年2月16日) 

後も同機が使 
用されたため。 

次世界大戦後、アメリカ 

海兵隊用の地上攻擊機と 
して開八北されたAu，lコ 

ルセアが加わった。 

大戦後はほとんどの 
軍用機の生産は中止さ 

れたが、p,51ムスタング 
と同様にコルセアは生産が続けられた。この機体 

は尚初F4U-6と呼ばれていたが、三軍統一名称 

にょりAU-1と改称し、朝鮮戦争では主に近接 
支援や夜間戦關機として活躍している。 

キットはF4U-5NにAui用のヵウリングが 
新金型が加わったのみだが、デヵールはシーブルー 

の第212飛行隊とラィトガルグレーの第12航空 
機技術飛行隊の2機分がセットされている。これ 
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定価2200円 
八セガワ1/48 

定価2000円 
タミヤ1/48 <ffK似 

MPM 1/72 

同じくMPMから 
発売されたのは、ィギ 

リス空軍初の低翼単 

葉引き込み脚の軽爆 
撃機バトル3 ; 

ベースに、胴体を再設 
を 

計して独立したキャ 
ノビーをもつ複座型の 

練習機型のバトルT 

J 1. I。外観だけを=1 

ると爆_機型のバトル 
とはまったく違う機体に見 

えるユニ^ —クなスタィルた。 

このキットも^^易ィン 
ジエクションキットだが、L- 

1ビジラントと異なりコク 
ピットなどはレジンパーツ 

で再現する柰華版(？)だ 
が"キャノビ—を付けると 

内部がまったく見えなく 
なってしまうのは残念。 

胴体後部席は別パIッに 
なっており、やや合いが惡い 

ので修正が必要となる。脚 

収納庫の内側は細かく分 
割されていて、取り付け位 

置が不明確なので、上下の 
翼を合わせるときに十分 

仮り組みを行なうこと。M 

PMから爆鱗機型も発売 
されているので作り比べる 

のも面白い。 

11IUMI 

1Jn_i 
一 

:::.; 

:•:- 

I 

雄 
まるでとつてつけたような後席が特徴的な練 

習機型バトル。コクピットや機体内部内を再現 
するレジンK—ツのデキはいい 
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金型となつて登場した 
セガワのスピットファィア⑷. 

Kcに続いて、スピットファイア 

Ik™がバージョン換えで発売 
された。この他‘1は熱带地域 

での戦闘に投人された機体 
で Vのエンシンをマリーン 

60シリーズに換装し高高度戦 
關機として開発された她./|、 

TK. Wの与n:装置を撤去 

切断翼のパーッとH 

式尾輪パーッを使用し孤.m 

型が再現できるが、実は先に 
発売されている他+汉〇のキッ 

卜に含まれているパ,~ッの中で 
使われなかった不要なパーッ 

を使用するため、新たに追加 
されているパーッはなし。した 

がって変更されているのはパッ 
ケ.—ジとデヵ^ —ルだけである。 

デヵールはィギリス空軍の 
第145飛行隊と第幻飛行隊 

の2機分が用意されており、 

第q飛行隊機は垂直尾翼の先 
端がとがったタィプを装備し 

ていた。もちろん双方に対応で 
きるよう両方のパ^—ツが用意 

されている。 
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タミヤの1\48傑作機シ 

リーズから能売されている 
フォッケウルフFU190D- 

9のデカール換え。着陸時 

が弱点だったジェット戦闘 
機、；1262のL空護衛専 

門に編成された第从戦關 

j-l( JVM)所属機が再現 
できる。 

キットは数多く発売され 
ているフォッケウルフ^?19 

〇の中でもトッTクラスの 
让上がりで、ストレ^~卜に 

組んでもまったく問題ないキット。 

第梢戦闘団(JVM)の特徴はなんと言っても 
胴体と興のド面を識別のために全面赤に塗り、 

由いストラィプを施した派手な塗装。キットで 
は3機分のデカールが用意されているほか、塗 

装が面倒な由のストラィプも用意されている 
また、コクピットに座るパイロットのほかに立 

ちポーズのパイロットが追加されている。こちら 
の頭部は別パーツで、士官用制帽と 

略帽が選択できる。 
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パッと見では簡易イン 
ジエクシヨンとは気イオ 
かない〇 U-2系のファ 
ンなら買っておくべき！ 

行 
7。機 jウイング賞発表 

飛行機プラモデルのトップメーカへハセガワが毎年開催している 
JMC展示会。今年は11月10日、11日の東京を皮切りに名古屋、大阪、 
岡山で開催され、第〗次審査を通過した187名、242点の力作が展示さ 
れた。また、会場では10月のホビーショーに間に合わなかった〗/32 

スケールのメッサーシュミットBf109G-6のテストショットが展示された 
り、模型クラブの作品展やキット、パーツ、デカールなどのジャンク 
ションセールなども行なわれた。 
東京の初日はあいにくの雨に祟られたため観客の出足はいまいち 

だったが、快晴となった日曜日には大勢のモデラーが訪れた。本誌で 
は優秀な作品の中から下記の3名の方に「Jウイング賞」を贈らせてい 
ただきます 

清水秀春さん 
1/48 TBF-1Cアベンジャ 

| 驗：::x.% 2 ■+旁■势, |Ap4pJlfe[ ，- e&l ： : :1 * -:; 

今月のデカー臟えキット 
.：.：.： •:V >：：： .<-：;■ r - - - • -ぐ..:.-..•ベ:. V... : ... 

16Cフアイティングファル]ゾブル-ノ-;C 
等.:1/48 定価2400円 
2000年9月に登場した派手な149FSのスペシャ 
ルマーキング機のデカール付き。 

M5Bイーグル“フライトテストセンター” 
1/フ2 定価2200円 

赤と白に塗り分けたテストパイロットスクールのF, 

15が再現できる C 

AH-64Aアバツチ“ IDF 
1/72定価1400円’111E^l 

地味なマーキングだが、胴体後部に「V」と部隊マー 
ウの新規デカー ル。 

ヘルキヤツトMk.rイギIJス海軍1 
1/フ2 定価1200円ノ afp, 

ノルウエー沖で艦船攻擊に活躍したイギリス海軍第 

800中隊のデカール付き。 

フォッケウルフFwl90F-811タンクバスター" 
,r f l/32定価3400円 
Fwl90F-8の機体にMK103 30mm機関砲を搭 
載した対戦車攻撃型が再現できる^^^■ 

B5N2九七式三号艦上攻撃機"魚雷 
1/48 !定価2600円 

九七艦攻にやっと魚雷付きのキットが登場 

wm 

〇 

MSI TYPE W CARRIER ATTACK BO.TSEJt <KATEi MODEL 1 ^aORFEW 

从 “11 E ^s\4-n>% dT J.h i 

107 !llta3Brt3 
||M 
11111 ■MbimmmvhM 

'MMJHHT 

I f 

hOBBV 72 
U-2R/TR-1A suフフro J T i 5 I 

H 

スペシャルホビー1/72 
定価5300円 

TR-1A 
S '■«■ ' i. ~ J f^ K加— 

db iXi - A tS« .TP *3? tP TP 

xruuv 灯 

T3rilOVWOWJl p n15ir/d 

チェコの辩易インシヱクションメ *~力.^I 

のスペシャルホビーから、19 5 〇年代 
にロッキード社が開発した高高度スバ 

イ偵察機U-2の派生型で' 戦場監視機 

として生産されたTRllA f後にU.2 
>と改称)が1\2スケールで强売され 

た。 
細い胴体とグライダーのょぅな長い 

翼をもつミステリアスなスタイルで、厚 

木や横田、嘉手納基地のオープンハウス 
で展示されたこともある人気の機体だ 

力、キットには恵まれなかった。 

このキットは簡易インジェクションな 
がら、パネルラインなどのモIルドはメ 

リハリがある。また、コクピットや小さな 
アンテナ類などはレジンパーツで'航法 

幻などはクリアーパーツが用意されて 
いるなど、なかなかデキは良い。ただし、 

胴体と主翼がイモ付けだったり、キャノ 
ピーが塩ビ製だったりと製作にはある 

程度の技量が必要となる。 
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今回ご紹介するのは根強い人気を 

るF-4。皆さんの中にもたくさんの 

ファンがいるはずだ。コーギーから 

発売された「サンタウナース」の 
完成品はケレン味 
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製造元コーキー 
輪入元国際貿易 
F-4Nファントム 1/72 
のりもの倶楽部価格6800円+税 
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スタンドに立たせて飛行状態をと 
らせる。ハイビジの楽しさと相まつ ' 

て全体的なフオルムはイイ感じだ 
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飛行機にさして 

興味のない人で 
も"フアントム" 

という戦闘機の 
名前くらいは聞 

いたことがあるだ 
ろう。ましてや、熱心 

な軍用機フアンであ 

本誌読者のみなさんなら、 
あらためて実機の解説を 

する必要もないだろう▲ 

そこで今月は前説なし 
で、サクサクつとコンブ 

リ—トモデルに話を移し 
て行こうと思う(さらに 

詳しいことが知りたい人は' 
本誌01年5月号のフアントム 

特集を読んでほしい) 
F,4フアントムが米海空軍 

で活躍していたのは1960年代〜 

n年代のこと。時期的に世界的なミ 
リタリIブ^—ム&模型ブ~^ムと丁 

度重なつている。そのためか世界中 
の模型メ —力—から、様々なスケー 

ルでプラモデルやコンプリ—トモデ 
ルが作られてきた。その種類の多さ 

は零戦やP-51マスタング、メツサ— 
シュミット所109の模型にも匹敵 

するほどで、ジェット戦闘機として 
は他を大きく引き離してダントツ 

0 

で多 〇 し 

そんなミニチュア•フアントムの中 
でも、独特のキャラクターで他の製 

營i 
■ 
二^ 

M 
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".マ：4"咎 

品と一線を画してい 
るのが、今回ご紹介す 

る英コ—ギー社はTH 

E AVIATION A 

RGIVEシリ—スの 

「F —為Nでhantom 

1011000-U.S.NAVY 

VFI111 Sundowners 

squadron.1975」だ。 

以前このコIナIで 
ご紹介した「B Aeラ 

イトニング」や「アブ 

口こフンカスター」と 
同じシリーXの製品でスケIルは一 

\n。機体はダイキヤスト製、燃料 
タンクや兵装関係、デイスプレイス 

タンドなどのオプション品はプラス 

チック製となる。 
モデル化に当たって選ばれたのは 

VFI 1サンタウナー X"所属 
機だ。第2次大戦中に発足したこの 

飛行隊は' ベトナム戦争では空母 
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車輪を取り付け、キヤノビーを上げて駐機状態にすることも。 
ラダーも付いているのでなかなかフンイキがでている 

y 

:ハ'、奮 

—番の特徴である、ド派手な日章旗が描かれている垂直尾翼。しかしピトー管やラ ファントムの機首ってもっとボテツと垂れているような気がするんだけと.…、しかし、 
ムエアインレツトといったセンサー類が付いてないのはマイナス シャークマウスやインテイク前の注意書きは細かくて満足のいく出来だ 

のも同社の製品 
の魅力のひとつだ。 

コンプリートモデ 
ルは精密さだけがすべ 

てではない。こうした個 
性的なテイストを味わう 

モデルだってあるのだ！ 

コ—ラルシ—(CV-43)を乗艦とし 

て、数度に渡るコンバットクル—ズに 

参加。ベトナムの空を暴れ回つたこ 
とで有名な飛行隊である(残念なが 

ら奶年に解隊した)。 
強敵だった日本を屈服させた証と 

して、旧帝国海軍の旭日旗を垂直尾 
翼いっぱいに描き、機首部にはシヤー 

クマウスを配して_らの強さを表し 

た"サンダウナ—ズ"のフアントム。 
黒地にドクロを描き込んだ〃VFI 

84ジヨリ—•ロジヤ—ズ"と並んで、 

では、製品のデイテールにチエツ 
クを入れることにしよう。正直に 

言つて、このモデルはタミヤやハセ 
ガワに代表される日本製のリアル 

ハイビジ.フアントムの中でも取り 
分けフアンの人気が高い飛行隊だ。 

が… 

で高品質なプラモなどを見慣れた 
人は、ひよつとすると違和感を感じ 

るのではないかと思ぅ。 
ちよつと模型にぅるさい人なら、コ 

決して精巧ではな 

クピット廻りや装備関係の 

デイテールの甘さ(細 
かいパーツはほとんど 

付かない)や'パネルライ 
ンなどのモールドのたる 

さを指摘されるだろう。 

それに固定武装を持たな j 

い海軍型フアントムの重要な ， 
空対空装備のひとつである「A — 

M17スパロ —」もこのモデルでは装 
備されない。4番&5番パイロンも省 

略されており、翼下の370ガロンタ 

ンクも付かない""模型映え"と?っこ 
とを考えると、これは大きなマイナス 

ポイントになつてしまうハズだ。 

また、水平尾翼の中央部に実機に 
は存在しないヒンジ風のモ—ルドが 

付いたり、細部の形状がイギリスF 

G.丄製品バリエ—ションに存在) 

に準じているのも頂けない。エア，イ 
ンテイクの整流板のモ—ルドが深 

すぎるのも気になる点だ。 
しかし、このモデルにはそうした 

点を差し引いても、得難い魅力があ 

るのもまた事実だ。プロボーション 
はフアントムらしい伸びやかさと、 

ダイナミックな力強さを合わせた' 
実機に漂う独特のカッコ良さを表現 

することに成功している。 
飛行状態と駐機状態を脚部の 

パ—ツの差し替えで可能にしたり、 
キャノピ—の開閉を選択できるの 

も嬉しい。コクピットには同社のお 
約束でパイロットフイギユアを乗せ 

ている。 

コ—ギIの製品は良い意味でも悪 
い意味でも〃オモチャ的"なのだろ 

う。たしかに精巧とは言えないレべ 

ルの商品もあるものの、ユIザIの 
遊び心をくすぐる演出が上手いし、 

その飛行機のキヤラクターを独自 
の感性でしつかりと表現している。 

製品からパツケ—ジまで、ユ—ザー 
フレンドリーな空気で包まれている 
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各国戦車の世代別分類 
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文/田村尚也イラスト/田村紀雄 

今回はフ4式里#車を闫てみようI 
74式戦車は、制式名称のとおり1974年に制式化されて、1989年までに 
合計で873両が調達された。すでにリタイアする車両が出始めているが、 

数の上ではいまだに陸自戦車の主力としてガンバツテいるのだ！ 

<諸元•性能> 
現在の陸自戦車の主力である74式戦車（Photo :TAM) 

乗員： 4人 全備重量：約38t 全長：約9,41m 全幅:約3.18m 全高:約2,25m (標準姿勢) 

登坂能力:tan 6約60% 旋回性能:超信地最高速度： 53km/h 

エンジン•■空冷2サイクル10気筒 ディーゼル機関： 720PS/2,200rpm 

武装:105mm戰車砲X1、12_7mm重機関銃M2X1、74式車載7.62 mm機関銃XI 
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105 _戦車砲L7 

から打ち出されるAP 

DSは、距離1 Au nu nu 

で厚さ300■の装甲 

板を貫通することがで 
きるとされている 〇 

その後、APDSに 
代わつて貫通力をさら 

に向上させた良光装弾 
51 筒付興安定徹 

{Armor Fiercmg Hn 

stabilized Discarding 

Sabot-Tscer :略して 

APFSDS.T)が使 
われるようになった。製 

安定というのは、师芯の 

後部に付けた翼で弾丸 
の飛翔を安定させるも 

ので、APDSよりもさ 

らに弾芯を細長くでき 
る。APDSは砲身に 

刻まれた螺旋状の溝 

{この溝のことをラィフ 
リングとい、っ)で発射時 

にスピンをかけて弾道 

を安定させるが、AP 

DSの弾芯をあまりに 
Mくすると味贈スリ 

運動を起こして弾道が 
安定しなくなつてしま、っ。APDSの 

弾芯を細長くするには限界がある 
のだ。 

命中時の速度が一緒で弾芯の重 
iが同じならば、弾芯の直径を小さ 

くすればするほどエネルギーが集中 
して貫通力は大きくなるという法則 

がある。弾芯を細長くできるA PF 

SDSは、APDSのおおよそ1*5 

倍くらいの威力を持っているといわれ 
ているCこの数式を当てはめると、74 

式戦車に搭載される0式105咖装 

弾筒付翼安定徹甲弾は、距離loo 

omで厚さ約450 _の垂直の装甲 

板を貫通することができる計算に 

なる。 
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第1世代 
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,；!式戦車は105 _戦車砲を 
t搭載しTいる！ 

74式戦車は、105 _戦車砲を搭 
載している。この砲は、もともとィギ 

リスで開発されたL7と呼ばれる戦 

車砲で、日本独自の改良を加えたも 
のだ。L7系の戦車砲は、％式戦車の 

他に、ドィツのレオパルトI、アメリ 
力のM60、スウエーデンのstrvlo 

3 (通称5タンク)、スィスの?261、韓 
国のK -1など旧東側諸国を除く各 

国の戦車に搭載され、当時の事実上 
の標準戦車砲になった。それだけの 

実力を持った優秀な戦車砲なのだ。 

当初、対戦車用の弾丸は、おもに 

叟光装弾筒付微甲弾(>17110『？^1:? 

ing Discarding Sabot-Tracer :略 

してAPDS-T)が使われていた。 
徹甲弾とは装甲を貫徹するための 

弾丸のこと。装弾筒とは中心部の硬 
い弾芯を包みこむ筒で、弾丸が砲口 

から飛び出すと外れて、あとは空気 
抵抗の小さな細い弾芯だけが飛んで 

いくよぅになつている。曳光とは、弾 

丸が飛翔するときに光を曳くこと 
で、総火演の夜間演習で赤い光を引 

いて飛んでいる弾丸は、すべてこの曳 

光弾だ。 



転輪に荷重がかかるとビストンが 
押されてオイルがガスを圧縮し、 
衝撃を吸収する。また、油Eボン 
プでオイル置を増減すれば、転輪 
が上下して車高が変化する 

ガス 

転輪 

油圧ポンフ 

■二...1由^44 
‘ f mL^^MJbi^iv 'tit ~ ' •!’ ^ludL^ ■ *,■"」一 i .’. さ■..一 -.3 ■，ナン.■ i —aaai.— 

ns 
Aイドロニューマティック式サスペンション 

(油気圧式懸架装置） 

A •戦後第1世代戦車 
>CA 90叫00mmクラスの主砲を搭載している。 

/Sg\ …61式戦車、T-54、M48など 
/ ® \ •戦後第2世代戦車 
I ffir \105~115mmクラスの主砲を搭載している。 
V ) …74式戦車、T-62、M60、レオパルトIなど 
%_，•戦後第3世代戦車 

120〜125mmクラスの主砲を搭載している。複合装甲を 
持っている3高度なFSCを備えている. 

…90式戦車、T-72、M1、レオパルトnなど 

持つ新しい戦車は戦後第3世代戦 

tr、Q〜loo ■クラスの主砲を持 
つ古い戦車は戦後第1S 

Jt.1 〇 
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第2世代戦車に分類さ 

れる戦軍は、％式戦堪、3 
t rvloco、pz61、レオパル 

卜I、M§等が10 5 ™砲 
を、T -62が115j]]m砲を搭 

載している。ィギリスの 
チーフテンは例外的に12 

〇腿砲を搭載しているが、 
複合装甲や高度なFCS 

は装備していないので第2 

世代戦車に分類されてい 
る。loo _砲を搭載して 

いるロシアのT-54や90■砲 
を搭載しているアメリカの 

M牝は、戦後第1世代戦車 
の代表格だ。105_砲か 

190ら120酬砲に換装された 

^ アメリカのM1エイブラム 
杖ズや120rTl砲搭載のドィ 

るツのレオパルトn、イギリス 
傾のチヤレンジヤー、フランス 

扨のルクレールなどは、戦後 
体 第3世代戦車に分類され 

る。 

陸自の戦車では、Am砲搭載のS 

式戦車は第1世代戦車、120随砲 
搭載のn式戦車は第3世代戦車 

だ。 
第3世代戦車の中でも、さらに改 

良が加ぇられて高度な電子装備や 
高い防御力等を持つMlA2やレオ 

パルトnA5などは、3-5世代戦 

車と呼ばれることもある。東西の冷 
戦が終わって各国の新型戰車の開 

発スピードは低下し、革新的な第4 
世代戦^が登場するまでの「つな 

ぎ」として第3世代戦車に改良を 
施して使ぅ国が増ぇてきているの 

だ。 
陸自では現在、Q式戦車の後を 

継ぐ新戦車が開発中だ。新戦車は 
たぶん第4世代に分類されること 

になるだろう。 

ひだんけU 

gl4式戦車は避弾経始が良い 
直線的でゴツゴツと 

角張った外観のA式戦 
車と違って、M式戦車 

は曲線的でスマートな 
外観を持っている。 

卯式戦車が角張って 
いるのは、セラミックな 

どの加工の難しい素材 
を使った複合装S-を備 

えていることなどにょ 
る。反対にM式戦車が 

流れるょうなラィン 

を持っているのは、装甲 
を斜めに傾けると実質的な厚さが 

増え、同時に敵の弾が滑りやすくなっ 
て防御力が向上するためだ。こうし 

た優れた形状を持った戦車を「避弾 
経始が良い」とい、っ。複合装甲の実用 

化されていなかった中：II時の日本では、 
避弾経始(*図1)を良くすることが 

戦車の防御力を向上させる有力な币 
段だったのだ。 

74式戦単がスマ^~卜に见えるもう 
一つの大きな要因は、車高が低いこと 

だ。戦車を設計するときにIt体や砲 
塔の高さをあまり低くしすぎると" 

居住性が惡化して乘眞の疲労が激 
しくなつたり、砲身を下に向けた時 

に砲尾が砲塔の天井につかえてし 
まつて下向きの角度(俯角とい、つ)を 

十分に取れなくなったりする。 

例えは、ロシア製のT ,72戦車の俯 
角はマイナス3度、同じくロシア製の 

T,62はマイナス5度、ドイツのレオ 
パルトIはマイナス9度、アメリカの 

M60はマイナス10度となつている。口 
シア製の戦単は、敵に見つかりにく 

くし敵弾に当たりにくくするため 

に、俯角を犠牲にして車高を低くし 
ているのだ。 

実は74式戦車の俯角はマイナス6 

度で ライバルだったロシア製の 
戦sliとあまり変わらない。俯角を犠 

牲にして車高を低くしているのは、 

74式戦車もロシア戦車も同じなの 
だ。しかし、M式戦車には俯角の不 

足をカバーする姿勢制御装置が備 
えられている。 

41バ式戦車は姿勢制御が可能 
74式戦車の最大の特徴といえるの 

が、姿勢制御装置だ。^:式戦車は、ハ 
ィドロニユーマティツク式サスベンシヨ 

ン(*図2 )をコントロ Iルして、車体 

を前後に+ -6度、左右に各9度、そ 

れぞれ傾けることができる。また、車 
古问を20cm上下させることもできる。 

これを使って、車体を前傾姿勢に 

すれは{^角の不足をカバ.—すること 
ができるのだ。また、車体を左右に傾 

けることもできるので、傾いた場所 

でも車体を水平にして面倒な照準 

修正無しに正確な射撃を行ぅこと 
ができる。こうした姿勢制御機能を 

持っている戦車は世界でも珍しく、 
日本以外で実戦配備されている戦 

車は、無砲塔式を採用しているス 
ウェーデンのs t rv 、それに韓 

国の平1戦車(ただし前傾のみ) 

らいしかない。 

左右の姿勢制御は、アナログ式の 
弾道コンビユーターを搭載する74式 

戦車にはありがたい機能だったが、Q 

式戦萆では高度な射撃統制装置(F 
CS)が搭載され、傾斜地の照準修 

正が簡単に行えるようになつたので 
左右の姿勢制御の必要性が低くな 

り、車体を左右に傾ける機能は備え 
られていない〇 

4 式戦車は 7 51 

暴戦後第2世代 
戦車だ！ 

M式戦車のように一 
腿クラスの主砲を搭載している戦T 

を戦後第2世代戦車と呼ぶ。これよ 

りークラス上の mmを 

搭載し複合装甲や高度なド〇ョを 

111 
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マガジンバッグ裏 

面。2®所に取り付 

けられたウエビング 

で、たすき掛けで使 

用した 

:1 
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アメリカでは、ケ—ブルテレ 

ビの歴史チャンネルで相次いで 
戦記物が取り上げられ、かな 

り手の込んだ軍装品が小道具 
として製造されている。好影響 

で新しいコレクタ—も増えてい 

るが、既に60年も前の程度の良 
いオリジナルは激減し、その価 

格も驚くほどの高騰振りを見 
せているので'本物志向のコレ 

クタ—1CとつてますますMし 

時代に突入している。もし国内 
のショーで、掘り出し物を見つ 

けたら迷わずゲットすること 

を薦めたい。反面、ヒストリッ 
ク•ゲ—ムを楽しむ層には'良 

質のレプリヵが購入できる良 

い時代になってきている。 

さて無駄話はほど 
ほどに、前回に引き 

続き「空挺部隊の装 
備その2」では、更 

に多くのアイテムを 
取り上げていこう。 

ジ収まる長さで、1942年頃 

ガに製造されメ —力—は「BO 

11^」と「Hs^—C0」などが有 
名。メ —力—によりフラップの 

形状とストラツプに多少のバ 
リエーシヨンが見られ、英国製 

このマガジンバッグは 

短期間しか製造されな 
かったので、以前から稀 

少なアイテムだった上— 

に、映画「プライべ一卜 

ライアン」でトム•ハンクid 
ス演じるミラー大尉がG5 

格好良くたすき掛けに 
していたものだから、一n 

躍超人気アイテムにのし上がっ 
てしまつた。 

トンプソンの30連マガジンが 

C 

c 

このアイテムも映 部はおもちやのクリケット(子 2 

卜 

•ソ 
ケ 

リ 
ク 

画r史上最大の作 
戦」の中で登場して 

いるので、ご存じの 
方も多いと思う。闇 

夜に降下した空梃 
隊員同士の誤射を 

防ぐために、師団本 

ボた下 

供の頃駄菓子屋で売っていたハ 
ガネがたわむと音が出る)を 

支給した◦使い方は敵か味方か 

不明な場合' クリケットを一 
回鳴らす。それに対する答え 

は2回、ところがラィフルに弾 

丸を装填する音が回数も音質 
も似ていることから、同胞と勘 

違いして安心して飛び出した 

空挺隊員が撃たれてしまぅH 
ピソ—ドが紹介されていた。 

クリケットには幾つかの夕 

ィプがあるよぅで、蝉の形を 
しているものやBox型の物 

などがある◦しかし軍が正規 
に製造した物ではないので、本 

物かどうかを見極める根拠が 
無く、コレクター泣かせの一品 

と言える。 

造の物も存在する。(本格的な 

米軍の参戦に応え英国内でも 
多くのアメリカ軍装備が製造 

され、「ブリテイツシユメイド」 

のスタンプが押されている。) 

もちろん映画で使用されたモ 

ノは"リプロダクション物で寸 

分違わずにできている。 
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このポーチは、 

多量の弾薬を携 
帯せねばならない 

空挺隊員のみが 
携帯していた。M 

1ガーランドのク 
リップや|^1ヵー 

ビンのマガジンが 
入るポーチは、基 

地のリガ—(整備 

ェ)によって製造 
された。したがつ 

M1力！ビンのマガジンな- 3ミi 、1 
らば4本収納可能。力-卜て同じ素材同じ 

リッジべルトに通して使ぅ糸で作れば'識別 

することは不可能。もともと基地 

でコッコツと手作りで作つた量しか 
ないのだから'流通しているほとん 

どの物がレプリカと判断するべき 

メ 
I 

ガ 
U 

だろぅ。 

映画「プラィべ一トラィアンJで 

もこのポーチを身に付けている空 
梃隊員がいるが、時代考証や一人 

一人違ぅ装備や装着方を当時の写 
真から見事に再現している点が、コ 

レクタ—泣かせの優れている所だ。 



シルク製の黄色いス 
カーフ。緣取りは白い 
コットンでなされている 

IDENTIFICATION SCARF 
バラスカーフ 

メッセージブック 
やマップが 
入っていた 
らラツキ 
だ 

マップケース本体パッドが付いたストラップ、プラ 

スチック製のインナ 
スリーブが完全品： 

マツプケース 

パラファーストエイドボーチは、4本の紐でサスペンダーや 
ヘルメットネットに縛り付けられて使周された。中身は包 

帯、止血帯、箱に入ったモルヒネ。幸運にも未使用品を手 
に入れても、当然ながらモルヒネは取り出されている 

PARA FIRST AID PtaUGI 

用した例が見られる。この作戦 
はイギリス軍のプランダ—作 

戦と連動する形で実施されて 
おり、そんな流れでイギリス製 

の識別パネ 
レ をスカ— 

フ代わりに 
用いたのだ 

ろぅか。 

目て物別て 
に扎下識れ 朐用降るわ 

同着Jけ^5 
W剌m叱， しうtep fr J- 

によ0^取ネ沪 
面つたにパ5/ 

背立いW用い 

マップケ—スは、3つのコン 
パ—トメント、メツセージブツ 

ク用ポケットとペンホルダ— 

，が付いた本体を2個のドット 

ボタンが付いたフラップで止 
める。中には地図を挟み込む 

•プラスチック製のインナfス 

リIブが入っている。パッド付 
きのショルダーベルトは' マッ 

プケ—ス専用。このベルトが別 

の物に換えられて販売され 
ている場合があるので、購入 

する時は注意したい。 

る例が多い。通称ジープキャップ 
と呼ばれている2-1941ウール 

キャップに似ているが、つばがない 
のでへルメットの下にも装着でき 

る便利さがあつた。 

海軍にもブル—ニットのゥオッ 
チキャップがある。同デザインの 

ニットキャップは映画「カッコーの 

巣の上で」でもジャック•ニコルソン 
が被つている様に' 一般的な冬の 

キヤツプとして定着している。 
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空挺部隊だけが使用 
していたアイテムではな 

いが、夜間活動する空挺 
隊員が着用している写 

真は多く残つている。L 

型の形状で後部に付い 
たクリップでカートリツ 

ジベルトに装着して使用 
第二次大戦のアイテム 

を収集するコレクターな 
らば、やはりカーキ装備に 

された。タイプは金属製のボデイ— 

の丁L-12 2A、プラスチック製ボ 
デイ—に変更されたTL]22B、 

こだわりたい。1944年 更にスイツチが変更されたTL-1 

頃から装備品がカーキか 2 2cがある。 

大戦も終盤になつてくると、 
大規模な空挺作戦も滅り、一 

般歩兵部隊と同様の作戦に参 
加することが多くなり、当然 

ながら特別扱いの装備もあま 

り見られなくなる。そんな中 
で唯| "らしい“アイテムがこの 

スカ—フだ。 

蛍光イH口—でできたこの不 

可思議な形をした布は、イギ 

りな 
〇ん 

Isど？ 

〇体か 
P1の 

プ 

プ 

はて 
とつ 

E]入 
IDが 

Isの 

る)をプラスチックと真鍮製 

のキャップで封じ込め、月明 
かりでも光り仲間に存在を 

知らせる。 

ルミナスマ—カーの詳細は 
判つていないが、裏面がフラッ 

卜なタィプとクリップが付 
いたタィプがあり、後方から 

の誤射を防ぐためにヘルメッ 
卜の後面やジャケットの襟後 

に取り付けていた。前面に付 

けていれば「私は敵です」と 
知らせるようなモノだ。 
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リス軍が使用していた降下物 
資に付ける識別パネルとも言 

われている。第！；：：空挺師団が一 
945年にライン川を越えた 

バ—シテイ作戦で、後方から目 
立つようにスカfフとして着 

A3 メカニックキャップの夂，用が 
A4 メカニックキャッブで、陸軍航 

空隊の整備兵が着用していた。航 
空隊との関わりが多い空挺隊員の 

中には、交換などで手に入れたA 

4 メカニツクキヤツプを着■してい 

ら〇D (オリ—ブドラブ) 

に変わり始めている。ョ— 

aツバの地形で目立つてし 

まう明るいカーキは順次 

変更されるが'明確にその 
時期は特定できない。 

たかが懐中電灯、当たり前の装備 
の様で市場では意外と見かけない 

アイテムだが' この形状は現行装備 
でも変わらずに採用され続けてい 

る。Q年前に、既に完成したデサイ 
ンを持つていたと言えるだろう。 

チ映画「史上最大の作戦」で 
主人公の一人' ジョン•ウェ 

_イン扮する第82空挺部隊べ 
ド 
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ンジャミン中佐が、M1Cへ 
ルメットの偽装ネットに付け 

ていたのがこのフアfストH 

ィドポIチだ。 

防水製の布地でできた袋 
に、包帯と止血帯、それに箱 

入のモルヒネが入つていた。 
満足な医療を受けられない 

空挺隊員や航空兵に支給さ 
れたファ—ストエイドポ—チ 

だつたが、誤った使い方が蔓 
延し、大戦後期には回収さ 
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央夜 
中月た 0 m / 
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ス財に 
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これも敵味方を識別す 
るためのアイテムだ。本隊 

の降下に先立って闇夜密 
かに降下し、本隊を誘導 

するパスフアインダf (降 

着誘導員)といぅ部隊が 
ある。彼らはビInン(R 

I37PPN2)で電波を 

発信しC47スカイトレイ 

ンを降下地点に導いた。 
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れたとも言われている。 
装着は4本の紐でサスペン 

ダ—に縛られたが、ヘルメットの 
偽装ネットに取り付けられたの 

は'映画「遠すぎた橋」が描いた 
マ—ケットガ—デン作戦の記録 

写真で見られる。 

M42ジャンプジャケットを着 
てゲ—ムをする時は、くれぐれ 

もへルメットネットに付けない 

よぅに注意したい。映画用やレ 
プリカが購入できるが' 上下に 

付いている切り口の位置が、微 

妙にずれているものがより本 

物に近 

隨whTあメ繳r 裏卜上紐ルに縫 

周囲が敵だらけの中に 
降下する' それも闇夜に 

だ。ルミナスマーカ—は蛍 

力光物質(中身は不明だが、 
丨放射S知器.ガイガ—力 

■7ウンタ—で反応するとの 
ゥワサも…。それが証拠 

に、【POISON INS1 
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レDE】の表示が裏面にぁ 
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神田川 

歩顧 

I231-D015横浜帘中区尾上町6—89尾上町スカイビル2F 
TEL:045 (641)0146 FAX:045 (641)0147 
千葉レオナルK 3 
〒2600015千葉市中央區富士見2 —3-1塚本ヒル3F 
TEL:043 (201)0450 - _ 

名古屋レオナルK 4 ::;J : ^ ^ 
〒453-0002名古屋市中村区名駅2—42—〗2三光ビル4F 
TEし:052 (588) 7855 FAX:052 (588)フ856 

熊本レオナ/レK 7 
亍860-0834熊本市江越1—6 —12 
TEし/FAX:096 (3フ8) 8070 

仙台レオナルKS 

  

〒104-0045仙台市寶葉区一番PJ—丁目S—10京成一番町ビル3F 
TEL/FAX:022 (722) 7455 
5也袋レオナ/レドg 
〒170-0013東京者f5豊島区東池袋1—23—13岡村ビル2F 
TEL：03 (5956) 7301 FAX：03 (5956) 7302 

大阪レオナル10 
〒532-DD11大阪府淀川区西中島5—— 9新大阪中里ビル2F 
1"Eし:06 (6889) 2820 FAX：OB (6889) 2821 ’1 
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http://wwwJeonardo.co.jp/ 
Tl01-0025東京都千代田区神田佐久間町4一 1美倉橋ビル1F 

TEL：03(3851)4196 

FAX：03(3851)4197 



郵便はがき 

恐れ入りますが 
50円切手を 
お貼り卜さい 

16 2 - 8616 

<受取人> 

神楽坂3-2神楽坂Kビル 

uウインク '02-2J 
読者アンケート係 

フリガナ 

お名前 
a 

性別 女 年齢 蒇 職業 

住所〒 

e-mail (メールアドレス） 

希望の番号をお害き込みくださし、。希望しなし、場合は空欄のままで結構です 

參「今月のプレゼント」1^1品て合下 
(P115) 無効になります0 

「写真撮ろうよ•読者が選ぶベストショット」 
(P74-75) 

希望賞品番号 エントリーNo, 

キリトリ^ 

♦Jウイングに関するご意見ご要望をお普きください。 



<特集•巻頭カラー記事> 
(I)すべては、ここから生まれる 

飛行開発実験団 

(I:首都防空を担うファイターエアベース 

百里基地 

③ マ年間の総まとめ！ 

イヤー•ブック2001 

④ ベルギー空軍F-16 

スペシャル_マーキング 

(I)航空自衛隊小松基坶開庁40周年！ 

(I陸上自衛隊第12旅団新編旅回演習 

実施 

新銳空中機動旅团のへリボーン&ア 

タック!！ 

不朽の自由作戦/続報 

嚷軍周機撮影超基礎講座 

もっとカメラを使いこなそうぜ！ 

(Dリレー連載 

これが私の < 五つ星 >ヒコーキ 

★ 2月号のく特集•巻頭カラー、新連載記事〉でおもしろかった記事は? 

左の表から3つ選んで記事の番号を書いてください。 

★ 2月号のく特集•巻頭カラ~、新連載記事 >でつまらなかった記事は? 

左の表から3つ選んで記事の番号を書いてください。 

★読者投票アンケートです！ 
次々号で集計結果を発表しますので、みなさん、よく考えて、詳しく書いて送ってくださいね! 

Q1.あなたの中のナンバーワン軍用機（固定翼）をひとつ、書ぃてくださぃ 
(現用機、大戦機問わず）。 

軍用機の名前（ ） 

ナンバーワンの理由i 1 

Q2.あなたの中のナンバーワン軍用ヘリ（回転翼）をひとつ、書いてください。 

軍用ヘリの名前（ ） 

ナンバーワンの理由丨 ) 

Q3. 20世紀に生み出された最高傑作軍用機(好き•キラィ問わず、現用機、 
大戦機問わず）は、ズバリなんだと思いますか？ 

軍用機の名前（ ) 

理由があったら…( 1 

Q4.あなたがいわゆるマニアi舌動として一番力を入れていることは？下記の中から番 
号を書いて下さい。( } 

D基地での写真撮影②プラモ制作③パッチ（エンブレム）収集④完成品モデル 
⑤ゲーム（フライトシム）⑧ミリタリーグッズ収集⑦航空祭に行く⑧雑誌、本を読む 
(!:インターネットで情報収集（チャット等含む）⑩絵を描く 
⑪その他( ) 

1 

嶔ご協力、ありがとうござし、ました 
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AMERICAS SPECIA L FOBCES 
DavidBohrer著商品番号：218-00157税込価格：3,812円 

アフガン紛争で一躍脚光を浴びた 
アメリカ軍特殊作戦部隊（SOF)だ 
が、その性格ゆえに詳しい実態につい 
てはほとんど知られていないのが現状 
だ。特殊作戦部隊とは、正規軍では不 
可能な作戦、つまり敵戦線内奥へと侵 
入し、攪乱、破壊、情報収集、人質•捕 
虜の救出などを主要な任務とする小 
規模の部隊であり、アメリカの場合、 
英植民地時代の1756年にレンジャー 
が組織され、対仏戦を戦ったのがその 
ルーツとされる0近年S0Fの活動が一 
般にも注目された例はべトナム戦争 
における米陸軍グリーンべレーの活 
躍であり、冷戦下東西両陣営とも 
S0Fを密かに育成、強化していたこと 
が知られるようになった。冷戦構造の 

崩壊後は、世界大戦の危機は薄れた 
ものの宗教、民族間などの軋輮による 
地域紛争、LIC (低烈度紛争、戦争に 
至らない紛争）が増大することが予測 
され、かえってS0Fの重要性が高まる 
と考えられた事から、アメリカは1987 

年にUSSOCOM (米特殊作戦軍団） 
を発足させて4軍のS0Fを統轄•指揮 
する体制を整えている。 
本書は、現在世界中が注目してい 

る米軍S0Fに密着取材して作られた 
ものであり、その知られざる実態に肉 
薄したタイムリーな一冊といえる。全 
体は6章に分かれており、1章：海軍S 

EAL、2章：陸軍レンジャー部隊、3章: 
陸軍特殊部隊、4章:空軍特殊作戦航 
空部隊、5章:海兵隊偵察部隊、そして 

嫌激^啣infiiiwirrowirpffiw，翻liMiiMHMmiMMWMH-驟,深^^ 

6章がSQFの将来となっている。1〜5 

章については各隊の概要、ヒストリー、 
選抜と訓練、組織、装備、ミッションな 
どが豊富な写真付きで解説される。時 
には生命の危険さえある過酷な訓練 
を乗り越え、特殊な装備を使いこなし 
て、不可能とも思える任務を達成する 
これらS0F隊員は、まさに現代のスー 
パーマンといってよく、あれほど精強を 
誇ったタリバンを1ヶ月足らずで壊滅 
に近い状態に追い込んだのも充分に 
納得のいく話である。本書に収録され 
ているのは筆者が直接取材した部隊 
に限られているため米特殊作戦部隊 
全てを網羅しているわけではないが、 
S0Fの実態と任務についてこれほど 
ビジュアルに詳しく解説した本は他に 
なぐアフガンでの戦いを理解するた 
めにも貴重な資料満載の1冊といって 
よい。 

d 
米陸軍の 
航空_通 

US ARMY AIRCRAFT SINCE 1947 
Stephen Harding著商品番号：211-00188税込価格：8,600円 

大戦後米陸軍が使用した航空機全てを紹介 
世に米軍機大好きマニアは 

多数存在するが、こと陸軍機と 
なると少々縁遠いのが実情であ 
る。これは現在日本に小規模な 
航空部隊しか駐留していないこ 
と、それに本など資料となるもの 
が極端に少ないことが影響して 
いると思われる。しかしお隣の韓 
国には大部隊が展開している関 
係で米陸軍の現用機の大部分 
が配備されており、日本にもそう 
した機体が時々飛来している事 
を考えればもっと注目されて良 

い存在である。 
本書は、米陸軍が空軍と分離 

した1947年以降使用した航空 
機全てについて解説したもの 
で、資料の少ない分野だけに 
重な1冊といえる。筆者のハー 
ディングは、 1990 年に同じ タイト 
ルの本（A5判変形）を英エアラ 
イフ社から出版しているが、本書 
はその拡大、更新版で、新しい 
機種が追加されただけでなぐ 
写真が大判となり各種データも 
充実したことによりまさに陸軍機 

のバイブルともいえる内容と 
なった。本書のすごいところは、 
制式採用機や試作機だけでな 
ぐ評価テストを行っただけの機 
体（例えばハリアーの原型XV- 
6、F-5の原型N-156F、フイアツ 
卜G-91など）、評価とアグレッ 
サー用として導入したソ連製へ 
リ（カモフKa-32'ミルM卜8/14、 
Mi-24/25など）、チェイサーとし 
て少数使われたF-51やT-28、 
空軍から移管されたJ0121K、 
T-37、C-47/54などのマイナー 

d 戦略爆撃 
機を知る 

1描！ 

k ACC BOMBER TRIAD：THE B-52s,B-ls,Am B'2s OF AIR COMBAT COMMAND 
Don Logan著商品番号：211-01100税込価格：11,456円 

アメリカの戦略爆撃機3羽ガラスのオールカラー全機写真集 
アメリカ空軍は今日もB-52 

H、B-1B、B-2Aという3種の戦略 
爆撃機を保持し、アフガンでも 
これら3機種が重要な働きをして 
いるのはご存知の通りである。 
本書はシッファーからF-105、K 

0135など素晴らしい写真集を 
出しているドン•口ーガンの最新 
著作で、これらACC戦略爆撃機 
3機種の全ての機体の写真を集 
め、運用部隊などについても徹 
底的な解説を加えた労作であ 
る0 
巳-52の咅15はSACからACCに 

移管された時点でG型も残って 
いたためG、H両型について解 
説されている。まずB-52G/Hを 
使用した部隊(航空団、飛行隊) 
がユニットインシグニアとテー 

ルマークの写真付きで基地別 
に解説され、続いてACC隸下の 
B-52G全機の所属部隊別リスト 
が多数の写真とともに示され 
る。このリストは、シリアルナン 
バー、ウエボンコンフイギュレー 
シヨン（ハープーン/クルーズミ 

サイル対応、統合通常兵器管 
理システムなど）、退役年月日 
が記された貴重なもの。次にH 

型全機のACC発足時（1992年 
6月1日）の所属部隊名とその後 
(1998年まで）の移動がリスト 
アップされ、後は86ぺ_ジにわ 
たってB-52Hの全機写真集と 
なっている。もちろん80年代ま 
でに墜落した機の写真は欠落し 
ているが、残る96機については 
全て1機につき1〜3枚 
の写真が収録され、ノー 
スアートも多数掲載され Q _ 
ている。個々の機体につ 
いての解説もかなり詳 
細に書かれていて、写真 
収集の努力だけでなく 
筆者の情報収集能力の 
高さにも驚かされる。 

BイB、B-2Aの部もほ 
ぼ同じ構成だが、B-52G 

のように退役したモデル 
がない分だけボリューム 
が減っている。また巳-1B 

の場合も80年代までに 

失われた機体を除く 95機分の力 
ラー写真が収録されているわけ 
だが、B-52Hよりノーズアートを 
重視した写真のセレクトとなって 
おり、B-2Aの場合(21機)は各機 
に付けられたニックネーム（スビ 
リット•オブ•州名）にちなんだエ 
ンブレムが全て収録されている。 
巻末には3機種の兵装搭載シス 
テムの図解と、最新兵装の解説 
ページがISけられている。 

機を全て取り上げていること、及 
びこれらの機にARMYと表記さ 
れた珍しい写真を収録している 

ことである。 
陸軍が試作させた機体 

は全て収録されているが、 
こうした機体のなかには 
今となってはほとんど知ら 
れることのない幻の機体 
が多数ある。とくに1950、 
6〇年代次々に試作された 
VTOL機やフライングプ 
ラットフォームなどの類は 
他に良い資料も無いた 
め、本書は米軍用機研究 
者/マニアにとって貴重な 
存在といえる。各機につい 
ては、開発•運用の簡単な 
解説、テクニカルデータが 
付けられており、巻末には 

1947年以降の陸軍機命名シ 
ステム解説、参考文献リストが 
付されている。 

■.ARMY AIRCRAFT 
! Since 1947* An Illustrated Reference 

馨論# .レ:參 
鬱 

1 
溝■嫌. 

総評/松崎豊 

今月はタリバン攻撃で一躍脚光を浴びた、特殊作戦部隊と 
B-1. B-2、B-52爆撃機の本を入荷しました。 

タイムリーな本を、コタツに入り 
みかんでも食べながら読んでみませんか。 

i 
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LOCKHEED SECRET PROJECTS 
INSIDE THE SKUNK WORKS 
DENNIS B. JENKINS著商品番号:211-01317税込価格:3,812円 

スカンクワークスの生み出した 
傑作機、スパイ機の数々 

A VIATION NOTEBOOK SERIES 

McDonnell doughs fa phantom 
Stewart Wilson著商品番号：211-01116税込価格：2,342円 

コンパクトにまとめられた 
大人気F-4ファン!厶の全史 

ロッキード•スカンクワークス 
といえば、もともと大戦中アメリ 
力初の実用ジェット戦闘機とな 
るXP-80を極秘に開発するため 
に編成された少人数の航空機 
開発チームであり、ケリー*ジョ 
ンソン、ベン•リッチといったカリ 
スマ的デザイナーに率いられ 
て、今日までに数多くの先進的 
航空機を世に送り出してきた。 
本書はそのスカンクワークスの 
設立から、今も不明の部分が残 
る2大スパイ機(U-2、A-12/SR- 
71)やステルス機開発などの極 
秘ブロジェクトを経て今日のF - 
22、JSF製作までに至る足跡、 
そして最新の活動までを解説し 
たものである。 
スカンクワークスについては、 
前記2人の自伝の他、その歴史 
と航空機を解説した優れた書が 
すでに数点出版されているが、 
本書は最も簡潔に要点だけをま 
とめたコンパクトな本である事 
と、最新刊だけに新しく判明した 
事実が記述されている事や新 
発掘の写真が幾つか収録され 
ている点が特徴といえる。 
全体は6章から構成されてお 

り、1章は発足からF-104開発ま 

での初期の活動、2章はCIA主 
導によりスカンクワークスが開 
発した2つのス/マイ機プロジェク 
卜、U-2とオクスカート計画（A- 
12)で、もちろんSR-71、D-21無 
人偵察ドローンについても解説 

されている。3章は2つのステル 
ス戦闘機F-117、YF-22開発の 
秘話で、RCS (レーダー反射断 
面積)減少というコンセプトの起 
源からハブ•ブルーを経てシニ 
ア•トレンド計画（F-117)、そして 
次期主力戦闘機F-22開発とテ 
スト、4章ではモア•ステルスとし 
てJSF(先頃F-35として採用決 
定）とキャンセルされた特異な 
偵察UAV、ダークスターが記述 
され、5章ではこれも今年 
になって予算交付がストッ 
プしたRLV(反復使用宇宙 
往還機）X-33ベンチャー 
スター解説、 6章は現在の 
スカンクワークスの活動と 
いった順で記述されてい 
る。解説は要点を押さえた 
分かりやすいもので、挿入 
写真も大部分カラーで 
(少々サイズが小さいのが 
難点だが）、珍しいものが 
セレクトされている。 

F-4ファントムIIは、無骨なス 
タイリングながら今日もマニア 
の間で高い人気を保ち続けてい 
て、関連書籍も世界各国から年 
数冊のペースで出版されてい 
る。本書は才ーストラリアのノー 
トブック出版からアビエーシヨ 
ン•ノートブック•シリーズの第1 

号としてリリースされたもので、 
マニア向けに作られたハンド 

ブック形式のファントムII全史 
解説書である。最初に栄光の背 
景のタイトルで、マクダネル社 
の概史と生み出された航空機の 
解説、およびファントムII開発 

THE OUTPOST WAR:U.SMUUNES IN KOREA, VOL 11952 
Allan R. Millett著商品番号:218-00196税込価格:4,767円 

アメリカ海兵隊魂に支えられた朝鮮の長く苦しい戦いの記録 
朝鮮戦争はアメリカ人自身に 

とって忘れられた戰いとなりつ 
つあるが、冷戦時代にあってそ 
の後のアジア情勢を決定付け 
た戦いとして、その歴史的な重 
みはいささかも変わっていない 
し、アメリカにとっては極東の紛 
争に過ぎなかったこの戦争がそ 
の後の軍事方針に与えた影響 
の大きさは計り知れないものが 
ある。 
朝鮮戦争は当初圧倒的な戦 

力を持った北鮮軍の前に、韓国 
軍/連合軍側が壊滅的敗走を余 
儀なくされたが、やがて米極東 

航空軍や空母部隊の航空攻撃 
が北鮮に対するボディブローの 
ように効き始めたことや、イン 
チョン奋襲上陸作戦などがきっ 
かけとなって国連軍の大反撃が 
成功した。しかし北鮮軍壊滅直 
前の中国軍大量介入によりふ 
たたび国連軍は押し戻され、や 
がて38度線近くで戦線は膠着 
状態となる。こうした目まぐるし 
い進退を繰り返した地上戦で最 
も勇敢な戦いぶりを示したのは 
いうまでもなく米海兵隊で、彼ら 
はファースト•イン/ラスト*アウト 
(真っ先に進攻し、最後に退く） 

精神を遺憾なく発揮した。中でも 
中国軍人海戦術で総崩れとなっ 
た連合軍のなかにあって最後ま 
で戦線に留まり、退却する味方 
の損害を最小限に食い止めた 
チャンジンホ（長津湖）の戦いは 
有名である。本書はそうした海兵 
隊の一員として朝鮮戦争に参加 
した筆者の体験をつづったもの 
で、過酷な戦いの実相を生々しく 
f云える女子著となっている。 
本書に描かれているのは、す 

でに戦線が膠着状態となり、休 
戦会談も始められていた1952 
年の様相だが、この頃は両陣営 

に至る経緯とプロトタイプ初飛 
行まで、続いて増加試作型F- 
4Aのテストとその期間中に行わ 
れた世界記録への挑戦、海軍 
向けの最初の量産型F-4B、お 
よびその派生型（RF、〇F、F- 

4G/N他）、空軍向け量産型F- 

4Cとその派生型（RF-4C、ワイ 
ルド.ウイーズルイ也）といったJ犋 
で記述され、以降もF-4D/E/Jの 
メインバージョンごとに1項ずつ 

とも休戦の条件を有利 
にするため激しい陣取 
り合戦を繰り返してい 
た時期にあたっており、 

筆者達海兵隊はアウトポスト 
(前哨基地)の死守、新たな高 
台の奪取などに命を削る日々 
を過ごしていたのである。朝 
|洋戦争というと、ともすると華 
やかなミグキラーの話ばかり 
に目が行きがちだが、悪条件 
の中で共産軍の浸透から韓 
国を守り通したこうした地上 
軍の活動にも注目する必要 
があろう。なお卷末には海兵 
隊員の戦死•戦傷統計、高 
地•アウトポスト名リスト、脚 
注、参考文献リスト、およびイ 
ンデックスが付けられている。 

解説され、スペイ•ファントムの 
タイトルでイギリス向けF-4K/M 

の項か続く。巻末には、ファント 
ム•アップグレードとしてイスラ 
エル[AIによる改修、ドイツ空軍 
のICE計画、そしてもちろん日本 
のF-4EJ改が記述されている 
他、ファントム•オペレーター*リ 
スト（国別に使用モデル、機数、 
期間、1999年現在の在籍数）、 
シリアルナンパー表（外国オペ 
レーターとしては日、英のみリス 
トァップされている）の資料集が 
掲載されている。挿入写真はほ 
とんどカラーで一部クォリティー 
のプアなものがあるがン、ンド 
ブックとしては良いものがセレク 
卜されているといってよく、力 

フー•サイド 
ビューのペイン 
ティングも8機 
分掲載されると 
いうサービスぶ 
りである。本書 
は、ファントムに 
関しての必要最 
小限の記述と資 
料を詰め込んだ 
コンパクトな書 
であり、初心者 
向けの手軽なリ 
ファレンスとし 
て好適な1冊と 
いえよう。 

じ—】旣 • 

ここで紹介^でいる本は、"のりもの倶楽部"で取り扱っています。ご注s 
のりもの倶楽部 

住所:〒162-0825東京都新宿区神楽坂2-16-1軽子坂田中ビルB1F (JR•地下鉄飯田橋駅より徒歩2分)亀話:03-3267-2724 

のりもの倶楽部 
年末年始の営業予定 

営業時間:U時ザ20日寺(土_日は18時まで)定休日:木曜日 

2001年12月29日、30日…11:〇〇〜18:00 
2002年1月2日〜6日 11:〇〇〜18:00 

31日、2002年1月1日…休み 
7日から平常通り営業 

隊t 

121 



■ クリムゾンスカイ 
朝鮮戦争航空戦 
光人社刊 
ジョン.R•ブルーニング著 
手島尚訳 
価格867円+税 
文庫版(414p) 

紅の空に挑んだ米軍機たち 
第二次大戦やベトナムに比べて語られ 

ることの少ない、朝鮮戦争の航空戦を記録 
しているノンフィクション。 

MiG-15に太刀打ちできず、地上攻撃に 

専念したF-80、F-84、F9Fといった直線翼 
ジェット機たち。太平洋戦争の勇者コルセ 

ァやB-29は苦渋を嘗めたが\F-86やスカ 
イレイダーは頭角を表わした。ハ_ド面での 

戦いの記録だけでなく、パイロットたちの強 

い義務感や友情の描写も感動的だ。 
ミサイルがまだ存在せず、機銃だけで空 

中戦が行われた朝鮮戦争の参加機には、 

現用機とはまた違った魅力がある。 

SBS特殊部隊員 
英海兵隊最強のコマンドー 
並木書房刊 
ダン•キヤムセル著 
村上和久訳 
価格1900円+税 
四六版(262p) 

S AS最大のライバル、SBSの活驩 
最強の特殊部隊として英陸軍特殊空挺 

隊SASの名は有名だが、その海兵隊版とい 
えるのが特殊舟艇隊SBS(Special Boat 

Service)だ。今回ついに日本では初めて、 

S巳Sの実態に迫るノンフィクションが刊行 
された。 

海上•海中•陸上と環境を選ばず任務を 
遂行し、SASに勝るとも劣らない能力を持 
つSBS隊員たち。彼らが極限の任務に挑 
む姿が、元SBS曹長である著者によって赤 
裸々に語られている。巡洋艦の艦底を写真 

撮影したり、イラク領深く潜入して破壊活動 

を行うなど、彼らの技術•体力•精神力には 

敬服の一言。 

最強の戦闘機バイロット■ 卜 |1 _ 
講談社刊 I r：f \w "-'ti 

VMB-162 
j MEDIA 

HUNTERS 
今月はロック岩崎氏の回想記 

|穿岩井勉中尉の空戦記など、 
パイBッ，_ちの著書がオス 

1メ。過去の名作も、なんとも 
|アツい一作を取り上げている 
Sぞッ！.漏: 

岩崎貴弘著 
価格1900円+税 
四六版（334p) 

/_ 
九 

:• 

ロック沿_の原点を譲もう 
日本随一のアクロパイロット、ロック岩崎 

氏。空自においても名パイロットだったこと 
は有名で、模擬戦闘ではF-104で米軍のF- 

15を撃墜したこともあったという。本書では 
岩崎氏の空戦技術解説から始まって、航空 

学生時代の思い出、パイロットたちの意外 

な素顔、岩崎氏の豪快極まりない生活など 
が綴られている。 

常に最強を目指していたという岩崎氏の 

卓越した戦技や精神力は古武士を連想させ 
るが、かといって堅苦しくはなく、小中学生も 

十分理解できる内容なのは素晴らしい。ぜ 
ひ読んでおきたい今月のイチオシ本だ。 

■-- 
■ — —Mt •' • 

奇想天外ヒコーキ映画 
山海堂刊 
渓由葵夫著 
定価1650円+税 
因六版（294p) 

「タリバン戦争」の謎 
祥伝社刊 
「タリバン戦争」特別取材班編 
価格1000円+税 
A5版（168p) 

世界の戦車イラストレイテッド12 
IV号中戦車1936-1945 
大日本絵画刊 
ブライアン•ペレット著 
デイヴィッド_E•スミス、ジム•口ーリエ画 
齋木伸生訳 
定価1300円+税 
B5変形版(48p) 

世界の戦闘機エース16 

第二次大戦の 
ドイツ夜間戦闘機エース 
大日本絵画刊 
ジェリー•スカッツ著 
渡辺洋二訳 
定価1800円+税 
B5変形版(100p) 

全部分かったら 
立派なヒコーキオタク！ 

航空機が登場する様々な映画を、奋想 
天外シリーズで有名な著者の豊富な知識 

と迫力のあるイラストで紹介し、批評、検証 
を加えていく。ヒコーキゃ航空機映画にまつ 
わる裏話が満載で、独特の文体が鼻につ 

かない人は楽しく読めるだろう。 
しかし、実際は数十億円程度である 

2 9の価格が、どこでどう間違ったのか 
「2000万円jと書いてあること、また伊空軍 

でまだ現役のF-104が「博物館やNASAで 
しか見られない」と著述してあるなどという、 

明らかな事実誤認が見られるのはちょっと 
まずいのでは？ 

「タリバン戦争」の裒実を知る 
収束に近づきつつある対タリバン攻撃だ 

が、テロリストは世界各地に散らばっており、 

まだまだ予断を許さない状況であるともい 

えるだろう。本誌でも活躍中の加藤健二郎 
氏が中心となって、今回の「タリバン戦争」 
を多角的な角度から解説したのが本書だ。 

世界政治、米軍の戦術、テロリズム、自衛 
隊の派遣問題、日本の外交など様々な切り 
口から、今回の武力攻撃とそれと取り巻く社 

会を分析する。コラムや欄外のミニ情報も 
硬軟取り混ぜて充実しており、気軽に読め 

て広い知識を得られるお得な一冊だ。 

機甲部隊の中核•!¥号戦車 
ドイツ戦車というと有名なのは、やはりv 

号パンターやVI号ティーカーだろう。しかし 
ドイツ機甲部隊の中核を担い、常に最前線 
に立ち続けたのはベテランのIV号戦車 
だった。 

本書では、対戦車能力を持っていなかっ 
たIV号戦車が、度重なる改修を受けながら 

ソ連の大戦車隊に立ち向かっていく姿を、 

開発史、戦歴、戦術、車体構造、各型のイラ 
ストとほぼすベての角度から著述している。 
ポーランド侵攻から本土防衛まで第二次 

大戦を戦い抜いた、機甲部隊の本当の主 
役• IV号戦車を深く知ることができる戦車 
マニア必携の書だ。 

第三帘国の夜戦たち 
第二次大戦後半、ドイツの夜空を蹂躪し 

た英国の重爆撃機隊。それに対して駆逐機 
Bf110、夜戦型Ju88、新銳He219などの夜 

間戦闘機隊は連夜出撃、本土防空に奮戰 

した。 
本書ではドイツ上空の夜間戦闘史を中 

心に、熾烈を極めた電子戦やシュレーケム 
ジークなどの新兵器、そして多くの「重爆殺 

し」たちが得意とした戦法を解説している。 
日本機にも共通していえることだが、滅 

び行く帝国を生き長らえさせるため夜空に 
飛び立っていった夜戦は、破減的敗北を迎 
えた枢軸軍を象徴しているような不思議な 

魅力を放っている。 
122 
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激圃!八八艦隊海戦史DX (ジュトランド海戦付) 
ジェネラル•サボート発売12月28日発売予定 
価格9800円（税別） 
Windows95/98/Me/2000 対応 

■ j_.”郎 

つ：M 琴 

海を制するものが世界を制する 
:激闘！ソロモン海戦史DX』の続編。ワ 

シントン軍縮会議が決裂し、日本海軍の 
八八艦隊が完成していたら？という前提の 
下、連合艦隊が夢見た日米艦隊決戦など 
をシミュレートするゲームだ。 
艦船の兵装や構造は、主砲、副砲に加 

え補助砲や砲塔配置位置まで再現し、艦 
船マニア納得の出来。天候、波高、弾丸 
の落下角など前作にはなかった要素も加 
わり、さらにリアル度がアップしている。史 
実では無念にも航空機に沈められた艦船 
たちを、夢の艦隊決戦で大暴れさせよう， 

V、,1■妙，:: 
l*1f > 継; 

mmn 
*■#他'* iS 

r - lipi j :ゾ..暑 

lir^ 

^ 二…_ _，. - v __Vv^,；：：. 

3マンチ4 
マイクロマウス発売 
価格8800円+税 
Wfndows98/Me/XP 対応 

owmc 

-呼，.，勝■ 

次世代攻撃ヘリ、 
コマンチ出擊! 
世界中で大ヒットして 

いるへリアクション「コマ 
ンチ」シリーズの4作目。 
最新銳のステルス偵察 
攻撃ヘリ.コマンチを 
駆って20以上の多彩な 
ミッションに#兆もう。 
グラフィックはより美し 

く滑らかになり、水面に映 
る機体や一本一本生え 
ている木などはゲームと 
は思えないほどのリアル 
さだ。操作も簡単で、手 
軽にエキサイティングな 
ヘリの機動と戦闘を体感 
することができる。 

ヘリの真髄「サーチ&デストロイ」を実感できる、攻撃へ 
リファンはぜひプレイしておきたい快作だ。 

こ^^—-TMUMttifltti——濟：;sa— 

過去の 
名作紹介 YMB462戦果ファイル 

I ■ . 1 * ',.s. 1"，,I*_M.* k n す -• ，二 1 Z.JZ ~' - 1 ———1?*' i 气 v . . . . .   ‘   — r- — - _ - •   s ■-- — 

出演ジャン.マイケル•ビンセント、アーネスト•ボ_グナイン 

Cl Aの攻撃ヘリは化け物か？！ 
CIAが20年の歳月と10億ドルの費用を投入して完成させたハ 

イテクヘリコプター「エアーウルフ」の活躍を描いたテレビシリー 
ズ作品。80年代中期に日本でもオンエアされ好評を博した。オー 
プニングに流れるBGMが非常に印象的な佳作となっている。 
エアーウルフは2基のターボシャフトエンジンを備え、ブース 

夕一発動時には最高速度が音速を軽く超える。また、14種類もの 
火器と緊急回避用のチャフ、フレアーを装備している。 

各エピソードは、エアーウルフがその圧倒的な性能をもって敵を駆逐するという展開 
がほとんどだが、「いかにしてエアーウルフに乗り込むか？」と点には、毎回様々な工夫 
が凝らされている。 
キャストは、ベトナム帰りのテストパイロット、主人公ホ—ク役にB級映画でおなじみ 

ジャン■マイケル•ビンセント。頼れる相棒ドミニク役には名優アーネストボーグナイン 
が扮し、しっかりと脇を固める0ちなみにベースとなったヘリはベル222だ。 
現在、英語圏ではDVDが発売されているが、日本国内ではDVD、ビデオなどは発売 

されていない。一刻も早い日本語版DVD化が待たれるところだ。 

» 

■ 

* 
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MAGAZINE & KOOK 
ゼロ 

空母零戦隊 
文藝春秋刊 
岩并勉著 
価格514円+税 
文庫版(382p) 

飛行機プラモカタログ 
2002 
イカロス出版刊 
価格2000円+税 
A4版（154p) 

叩き上げ答戦エースの戦い 
太平洋戦争で零戦の搭乗員として各地 

を転戦、総数15機の敵機を撃墜したエー 
ス•岩井勉中尉。彼が記した空戦記が新版 
になって発売された。 
零戦のデビュー戦で活躍し、空母「瑞鳳」 

の艦戦隊として南方を駆け、ラバウル、フィ 
リッピンでは基地航空隊とともに戦い、内地 
の基地で終戦を迎えた岩井中尉。彼のパイ 
ロットとしての青春が、類まれな言己憶力、表現 
力によって傑作戦記に昇華している。 
開戰劈頭の圧勝と、戰友を次々に喪って 

いく大戦後半の対比に胸が詰まる。また 
F6F、P-38等との手に汗握る空戦の描写も 
秀逸だ。 

プラモ審査隊の兄貴分 
手前味噌といわれるかもしれないが、国 

内で入手できる飛行機プラモデルをほとん 
どすベてカタログ化している本は本書しか 
ないので、紹介させていただく。 
恒例になっているカタログでは、国内外 

2316点の飛行機プラモを一挙に紹介。こ 
れで見つからなければ諦めてもいいといえ 
るほどのボリュームだ。特集ではソ連機、零 
戦、F-2など人気機種の実機紹介&プラモ 
制作を行っている。 
応募作品を192点、またJMC作品を全機 

紹介するなど、一般モデラー作品誌上展示 
会の様相も呈しており、飛行機モデラーに 
は必須の一刑'。 

世界の傑作機No.91 

九六式陸上攻撃機 
文林堂刊 
価格829円+税 
B5版(88p) 

域*■ ょ:一通ふ:‘^一二 二，:• -；•'： ■- mリ.it- -：. -v ーニニ；■■ -gi-jc^x： 

第2次大戦歩兵小火器 
並木書房刊 
ジョン•ウィークス著 
床井雅美編訳 
価格1800円+税 
四六版（294p) 

日本の「戦略重煽」、中攻を解剖 
長大な航続距離を特つた双発重爆撃機 

として、日本軍重爆撃機のその後の流れを 
決定付けた「中攻」こと九六式陸上攻撃機。 
後継機の一式陸攻に比べれば地味ではあ 
るが、間違いなく日本航空史に名を残す機 
体である。 
日中戦争では戦略爆撃ともいえる渡洋 

爆撃を行い、マレー沖海戦では戰;艦二隻撃 
沈の大戦果を上げた中攻。しかし大戦後半 
は新鋭機の行き渡らない部隊で使用され、 
苦戦はまぬがれ得なかった。本書では中攻 
の迪った栄光と挫折の生涯を、珍しい写真 
や豊富な図面で解説している。 

_場の真の1役•歩兵と小火器 
しベら軍用機や戦車、火砲などが発達し 

たところで、都市を占領し戦争の勝敗を最 
後に決めるのは歩兵だ。第二次大戦時、そ 
んな歩兵と運命をともにした小火器を徹底 
的に紹介しているのが本書である。 
欧州戦線で使用されたものを中心とした 

ライフル、マシンガン、サブマシンガンなど 
の解説を、実戦に参加した著者がエビソー 
ドも交えて著述。また、小火器の権威が編 
訳を行っているので、原著よりも詳しい知 
識を得ることができる。歩兵が好きな人に 
とっては望外の喜びだろう。 



自衛隊リクルート窓口 {全国の自衛隊地方連絡部》 
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このページに対する 
寅問、お問い合わせ 
を八ガキに書いてお 
送りください^ 

パイ□ットに 
なるための「？」に 
お答えします 

1^162-8616神楽坂Kビル 
イカ□ス出版(株） 
JWリクルート係 

9月に「2等陸士募集」を受験してから約2力月、待ちに待っていた合格をもらえました。高校 
を卒業したら入隊することになりました。しかし、大変なのはこれからです。入隊したらまず教 

育隊へ行き、6力月の教育を受けるのですが、この時期がもっとも辛い期間だそうです。です 
、自衛隊に入隊してやりたいことがあります。航空課程に進み、対戦車ヘリコプター(AH- 

1Sや次期戦闘ヘリであるAH-64D)のパイロットになり、日本の防衛に務めることです。航空 

機が好きということと、人の役に立ち、やりがいのある仕事をしたいと思っていたので、絶対 
にこの目標を実現できるようにがんばりたいと思います。 栃木県/中村恭敏さん 

おめでとう！胃 
祝合格|\ぐ 

$手紙 
J 

札函旭帯青岩宮秋山福茨栃群 

航空自衛隊、海上，：H衛隊のパイ 

ロットになるための方法には、航空 

学生、防衛大学校、一般幹部候補 
生の3つがあった。では、「航空学 

生」の制度のない陸上自衛隊のパイ 

ロットになるにはどんな方法があ 
るのだろ、っ？ 

部内選抜者が進む陸自の 
r陸曹操縦課程」とは？ 

自衛隊パイロットの募集という 
と、航空自衛隊、海上，：m衛隊の文 

字を目にすることが多い。では、陸 

自のヘリパイになるにはどんなコー 
スがあるのだろう？ そんな疑問 

をもつ人もいるだろう。 

陸上自衛隊では、航空商衛隊や 
海y衛隊の「航空学生」に相当 
するパイロット専門コースは設けて 

いない。防衛大学、一般大学から幹 
部候補生課程へと進み、さらにパ 

イロットコ^—スを選択する)Iかあ 

るのは空自、海自と同じだが、その 
ほかは「部内選抜」、すなわち一般 

隊員の中からパイロット志望者を 
選抜するシステムを設けているの 

である。つまり、陸自のパイロットに 
なるコIスには、大卒の幹部候補 

生が進んでいくコ1スと、この陸# 
コースの大きく 2#fがあるとい 

うことだ。 

部内で選抜された隊員が進む 
のは「陸W航空操縦士課程」と呼 

ばれるパイロット養成コースで、 

「部内選抜」I「英語等の基礎 
教育(約9力月/宇都宮分 

校ご1「陸曹航空操縦課程\ 

OH-6D (宇都宮分校)」■ 
「陸曹航空操縦課程/OH_ 

6D{宇都宮分校)」または 
「陸曹航空操縦課程/UH- 

1(宇都宮分校)Jr部隊に 

おける練成訓練」暑「必要に応 
じて実施する機種転換教育J 

という流れになつている。 
陸上自衛隊のパイロット養成に 

こうした特別なプロセスがある背 

景には、陸上商衛隊の場合、主力 
は陸上部隊であり、航空部隊のパ 

イロットも陸上部隊と密接に速携 
しながら任務遂行にあたることが 

要求されるため、パイロットには陸 

上部隊経験者が多いほうがチーム 
ワークを形成しやすいということ 

がある。 

では、防大、幹部候補生など大 
卒者を対象とした募集を目指す 

以外に、どのょうな形で陸上向％ 
隊に入隊することができるのたろ 

/つ？ 

自衛官の階級は2士il士1 

士長 13wi 2曹i 1wi#長 

…という順に上がっていくのだが、 
「陸曹航空操縦課程」の部隊選抜 

を受けるのは「曹」クラス◦陸_の 

隊M募集には、2等陸士、啓候補 

士、一般曹候補学生などのコース 
があるが、これらWクラスを目指 

せる募集を選ぶのもひとつの方法 
だ(どの募集を選ぶかは自分の進 

路希mをょく考えて結論を出そ 
う)。ちなみに一番早く「曹」の最 

初の階級である「3曹」からスター 

卜できるのは、陸自の「一般W候補 

学生」だ(空自、海自にもこの募集 
はある)。 

もちろん、3曹になれればすな 

わち陸自のパイロットになれるわ 
けではない。パイロットになるに 

は、入隊後、部内選抜が行われる 
時にパイロットを志望し、適性や身 

体条件など選抜に残る素養を身 

につけていることが必要になる。長 
い道のりとなることを覚悟の上で 

臨みたい。 



[Cafe de J]は、Jウインク’読者 
の交流の場として、情報交換の 

  場として、どしどし利Hしてくだ 
さいつ！読者の声やイラストも 
受け付けていますので、ご愛用 
ください。 
お寄せいただいたコメントはできるだけ原 
文のまま掲載いたしますが、一部加筆•修正 
させていただく場合もございます。また、原 
稿や写真の返却は致しかねます。あらかじ 
めご了承ください。 

1投稿は… 

美久29さん 

小松基地開庁40周年記念基地壁画イラスト 
優秀賞決定！ 

当コーナーでも募集した、航空自衛隊小松基地開庁40周年記念壁画の優秀作品か決定しました。 
優秀賞は北海道札幌市武田哲子さん(50)。 
受賞作は ^身":養 :痛^!_! _ 義 _ ^^,：| 
•冠雪した白山/冬場の雷•日本海の荒波•青い夏空•小松基地所属航空機 
を表現しています。 
多くのご応募、ありがとう;ございました。 ％わ;ががぼヌ命n 

尸/VW8ホ-ネット 

郵便の場名 
〒162-8616神楽坂Kビル 

イカロス出版 
Jウイング「Caf6de J」係 

メールアドレス 
JDZ04376@nifty.nejp 

なんでもかんでも 
ちょっといっぷく、 
いらつしや〜い!！ 

進を期待しております。 

また'厚木基地においては樋口会 
員が；>1^-15 4"ブラック*ナイツ" 

飛行隊長ポール•モンガー中佐に一\ 
8コルセアを進呈。特に副長の父親が 

nルセア乗りといぅこともあつて、む 

しろトムキャットよりも喜んでいた 
だきました。こちらもパイロットの 

方々が集まり、楽しい親睦会が開かれ 
ました。 

私達「ききょぅや」は、今後とも模 
型を通じていろんなジャンルへと躍 

進し、様々な方との交流を深めていき 
たいと思つています。 

大阪府「気狂家」会長 

松永富夫さん 
0…実機パイロットの方々に作品を見 

ていただ < なんて、モデラ—冥利に尽キj 
ますね。これからも皆を喜ばせるよ/っ 

なプラモの制作、頑張って <ださい！ 

9いろんな軍用機が 
見たいです！ 

Jウィングのスタッフの皆さんこ 
んにちわ—.いつも楽しく読んでいま 

す。Jウィングも創刊からだいぶたち 
ますが、もっと航空自衛隊や戦闘機 

以外の特集をやつてもらえないで 
しようか。 

たしかに人気からいえば航空自衛 
隊や戰闘機ですが、軍用機を運电し 

ているのは空自だけではありません。 
飛行機も戦闘機だけではありませ 

ん。空自に限つていえば、毎月特集を 
やつているよぅなものです。空自と同 

じ位、陸自ゃ海自の航空部隊の紹介 
や特集をやつてほしいです。できれば 

海上自衛隊のへリ搭載護衛艦と、艦 
載ヘリとのデッキオペレ—シヨンの特 

集を期待しています。(1月号の空母 

と艦載機のよぅなかんじで' 無理で 
あればJシップスの方でお願いしま 

す) 
スタッフの皆さん' 風邪などひかず 

にこれからも頑張つてください！ 

青森県PN. Jウイング 

フアンー同さん 
〇…海自のヘリやP-31陸自のヘリ 

部隊も地味ですが顆もしいですよね 
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u‘ プル—隊長と 
プラツクナイツ隊長に 

プラモ進呈！ 
私共模型サークル「ききょぅや」は 

下記の通り活動を行いました。 
松島基地において松長会長が、ブ 

ル—インパルス飛行隊長渡邊2佐に 
1\舫歴代ブル—機(F-6T2、 

T<4)を進呈し、ブル—パイロットの 

方々との会談や基地見学を行いまし 
た。 

特に渡邊隊長はgセイパ—ブル— 
がお気に入りのご様子で、わざわざ 

応接間での進呈式、そして資料館への 
保存展示をしていただきました。こ 

れからのブル—復活と、さらなる躍 
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栃木県 

中村恭敏さん 

I年賀状ギャラリーI 

I開催のお知らせI 
I 恒例になった『J読者年賀状ギヤラリー』を次号の_ 

I 2002年3月号CI月21日発売)で行います。締め切り| 

Iの都合上、1月5日までの到着分までとさせていたn 
:だきます。掲載の際にペンネームをご希望の方は| 

■「ペンネーム希望」の旨も併記してください。たくさ: 

画んのご応募お待ちしています！ ■ 

Iみんなのすごい年賀状、待つてますぜ！ 1 
^ mm mam mi mm wtm mm mi ’ 

銀賞：5名、賞金10万円 

銅賞：10名、賞金1万円 
佳作: 50名、記念品 
キヤノン當：1名、EOS3 (ボディ）+EF28- 

105mmF3.5-4.5II USM(レンズ） 

■スナップ部門 
金當:1名、賞金10万円および航空券 

銀黉:5名、賞金5万円 
銅賞:10名、資金5千円 

佳作: 50名、記念品 
キヤノン賞：1名、EOS Kiss1(ボディ)+ EF28- 

80mmF3,5-5_6V USM(レンズ） 

主催：「空の日」•「空の旬間J実行委員会 

主管:財団法人日本航空協会 
協贊：キヤノン販売株式会社キヤノンクラブ、日 

本航空株式会社、全日本空輪株式会社、株式会 
社日本エアシステム 

航空科学博物館からのお知らせ 
◎航空機模型展開催 
自作の航空機模型(プラモデル•その他）を広く一 
般の方々から募集し展示します。優秀作品には各 

種の賞が準備されているほか、応募者全員に参 

加賞として自作の撮影写真が進呈されます。 
寒集期間: 2002年1月1日(火)〜1月31日(本} 

展示期間:2002年3月1日(金)〜3月31日（日） 

部門：ジュニアの部（高校生まで}… 

作品寸法30cm角以内 

シニアの部…1/72スケールまで、 

ジオラマの場合は30cm角以内 

展示会場:航空科学博物館2F展示室 

問い合わせ TE 0479-78-0557 

ホ—ムぺ—'ン ’ :: 

http://www-aeromuseum.or.jp/ 

所沢航空発祥記念館からの 
ら^^ 

◎公開講座の開催 
所沢航空発祥記念館が定期的に開催している公 

開講座で、一般の人達を対象に航空に関する知 
識の普及を目的としています。2月の講座内容は 

以下の通りです。 

⑴講座名「日本のジェットエンジン開発の 

歴史ーネ-20から現在そして未来」 
日時: 2002年2月2日(土}13時〜15時 

会場:所沢航空発祥記念館•研修室 
内容：日本初のジIットIンジン「ネ-20Jから50数 

年の間に開発されてきたジェットエンジン、そして 

今後開発されてゆく夢のジェットエンジンまでを 

分かりやすく解説する 
参加定員：60名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費:無料 

応募方法：往復ハガキに講座名、住所、氏名、年 
齢、電話番号を明記のうえ、1月24日（必着）まで 

に申し込む 

(2)講座名「¢>46とC-1輸送機のよもやま話」 
日時:2002年2月16日{土)13時~15時 

会場：所沢航空発祥記念館•研修室 
内容:輸送機として活躍した046、そしてC-tにつ 

いて機体の特徴や運用方法などを紹介する 

参加定員：6〇名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費:無料 

応募方法:往復ハガキに講座名、住所、氏名、年 
齢、電話番号を明記のうえ、2月7日（必着)までに 

申し込む 
問い合わせ m 042-996-2225 

ホームべーシ http://tam-web-jsf-or.jp 

Forsale 
& 

1 

ted 

「エアワールド」誌 
バックナンバー 
売、ます 

エアワールド：1984年、1985年、1986年、1988 

年、1990年、1991年（いずれも全12卷揃い)、 
1992年(9月号のみ抜け）、1993年(11月号の 

み抜け）、1994年〜1998年（全揃t、）、1999年 

(9月号のみ抜け）、2000年(全揃い）{いずれも 

汚れ、切り抜きなど一切なしI 
籲金額：1年分3000円 

(抜けがある年度分は1500円） 

•連絡は郵便にて 
〒243-0813厚木市妻田東1-10-33 

リバーサイド3-201 井川進也 

京都府尾坂直喜さん 

1航空自銜隊 松島墓地 

高等練習機^ 

宮城県千葉真大さん 

山形県PN* 

鴛淵保彦さん 
©…たしかに撃 

墜マークがつい 

ている大戦機に 
はヒ□イツクな 

ものがあります 
よね〜。ちなみに 

0の好きなのは 
何といつても吉 

田好雄大尉機の 
B.Q撃墜マーク 

ですね！ 

ユウVチさん 
I.読者の皆さんのご要望が強まれ 

ボ海目、陸目航空の特集もあるかも 
9 

撃墜マ—クが 
Q好きですッ！ 

こんにちは。いつもJウイング読ん 
でます！ 

さて' 自分は現用機も好きなんです 
が、どっちかつ一と大戰機が好きっス。 

何でかって言うと色んな撃墜マークが 

付いてる機体があるからです。語弊が 
あるかもしれないですけど撃墜マー 

クには「男のロマン」っていうのがある 
じやあないですか。Jウィングじや厳 

しいかも知れないと思いますが、今度 
撃墜マ—ク特集とかやってくれないで 

しようか？ お願いします！ 
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t162-0825東京都新宿区神楽坂2-16-1 
軽子坂田中ビルB1F 

TEL03-3267-2724 最寄駅は飯田橋 
http://www.ikaros.co. ip/shop/ 

SISビルト 

科 B4a • 
e 一 

&旧 
ェ7シヨyプイカロス 

^スターパ-ノクス 
力/二 

夺B4b 

定休日/毎週木曜日 
(祝祭日は営業） 

営業時間/ 
J平日 

11時〜20時 
•土 •日祝祭日 

11時〜18時 

リキの，了 

:海外サらの 

なりまほ 

乗り_奸$ぼ 

巧国共通^ 

静岡ホビーショー 
モデラーズクラブ合同作品靥の 
お知らせ 
静岡模型教材協同組合では来る平成i 4年5月 

の静岡ホビーショーにおいて、毎年恒例となった 
モデラーズクラブ合同作品展を開催します。 

静岡ホビーショー第13回 
モデラーズクラブ合同作品展概要 
■主催 

静岡模型教材協同組合(株式会社青島文化教材 

社•株式会社ノ \セガワ•株式会社タミヤ） 

•期日 

平成14年5月18日（土) *19日（日）（静岡ホピー 
ショ ー •一般公開 日） 

0翁編 

静岡ホビーショー会場（ツインメッセ静岡） 

•展示時間 

午前9時より午後5時(19日は午後4時） 

參作品搬入 

5月17日（金)午後6時から午後10時(予定)、18日 

(土)午前6時30分から午前9時(予定） 

•出展作品分野 

プラスチックモデルに限らず、模型であればジャ 

ンルは問いません。ただし一部の成人向けフイ 

ギユアなどの展示はお断りする場合がございま 

す。 

•ブリーV—ヶット 

今回、会場スペースの関係によりフリーマーケット 

は開催いたしません。また展示ブースなどでの物 

品販売もできません。 

籲交流パ_ティーの開催 

恒例の各クラブ員とメーカー関係者による交流会 

を今回も18日（土)の展示終了後、17:30叫9:00 

頃の予定で開催いたします。参加費は無料、飲み 

物と軽いスナックを用意いたします。お気軽にご 

参加ください。 

參参加申し込み 

平成14年1月31日（金}までにお願いいたします。 

但し会場スペースの関係上、参加希望クラブが 

95クラブを超えた場合、1月31日以前でも申し込 

みを締め切らさせていただく場合がございます。 

なお、3名以上のクラブ単位でお申し込みくださ 

い0 

•お申し込み、お問い合わせは 

〒422-8610静岡市恩田原3-7 (株）タミヤ 

TEL054-283-0004 ■ 

メディア情報課吉岡•平田まで 

航空フォトコンテスト 
關催のお知らせ 
民間航空再開50周年記念 
航空フオトコンテスト 
平成14年は民間航空再開50周年にあたりま 

す。 

「空の日」•「空の旬間」実行委員会は、これを記 

念して航空を題材とした写真コンテストを開催し 

ます。航空機とそのドラマを、感じるままに切り 

取ってご応募下さい。美しい写真、迫力ある写真、 

そして見る人が思わずほほえむような楽しい写真 

をお待ちしています。 

•テーマ 
国内，海外の航空(民間航空、スカイスポーツ、航 

空機工業等全てを含む）を題材とした作品。 

_募集作品 

一般部門…航空の魅力を表現した写真 

スナップ部門•"航空とその周适の雰囲気を伝え 

るスナップ写真 
•募集期間 

平成13年10月1日（月)〜平成14年5月31日（金） 

必着 

•送り先 

〒105-0004 3:- Vi;货と齊ほ 
東京都港区新橋1-18-2 

(財）日本航空協会航空フォトコンテスト係 

TE し03-3502-1206 

FAX_03-3503-1375 

參審査員 

青木勝(写真家•日本航空協会評議員） 

松本零士 (漫画家） 

山康博(航空写真家） 

•入賞発表 

平成14年6月予定(人賞者には直接、ご連絡いた 

します。） 

參作品展示 .みミ^^IP 
平成14年夏より、主要空港ターミナルビルにて， 

展示の予定。 

®作品掲載 

『空の日」「空の旬間」ホームページおよび「キヤ 

ノンサークル」誌(キヤノン販売株式会社）にて掲 

載予定。 

•賞 

■-般部門 

金賞:1名、賞金20万円および航空券 

弊社刊行の「飛行機プラモカタログ2002」文中におきまして、下記の部分に誤りがありました 
75ページ、模型立県静岡…の部分で「年間売上高約2000億円」となっていますが、正しくは「年間売上高 
約200億円」です。 

関係者及び読者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしました。この場をお借りしてお詫び申し上げます。 

Jウイング1月号 
沿ページ、「UMA'cnJの記事にクレジットが入っていませんでした。文と写真を提供してくださったのは 

山本晋介さんです。 

•I27ぺージ'「VMB-Ies MEDIA HUNTERS」に記載の、「日本の名楗YS-11」の発売メーカーが表記 
されていませんでした。発売元は「TBS」、販売元は「ポニーキャニオン」です。 
読者ならびに関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫びいたします。 

訂正します 

★年末年始のお休み 
通販部13年12月29日(土卜14年1月6日(日) 
ショップ13年12月31日(月卜14年1月1日(火) 
★ショップ営業時間 
13年12月29日{土) *30日 mm 11：〇〇-18：00 
14年1月2日(水}〜4日(金)は、11:00〜18:00 

14年1月5日(土〉から平常営業 

飛行機ブラモカタログ2002からの訂正です 

エアポーン•インフオメ，シヨン 

お知らH 

20001年1月7日より 
平日、土曜、日曜、祝祭日の営業時間がすべて 

1時〜Q時となります。定休日毎週木曜日 

巨白11+; 
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♦「THE119」横浜市消防局救急指令センタ 
119番の通報から出場までを徹底取材 

♦炭疽菌除去訓練(神奈川、東京） 
♦第15回全国女性消防操法大会 

47隊329名が参加した女性だけの消防隊大会レポート 

j：f mm ls« 

〇1% 力 川崎市消防局のH'クタ 
新たな試み lEBiOfb 

事故などによる傷病者の救命率向上を狙い、市北部で実施 

【人気連載】輝け日本のファイア—ファイター/ 
名消防車列伝/消防署FILE「高山消防署」/熱血 
消防団レポート「甘木市消防団」/防災イベン 
卜/消防受験のfQ&Aj /消防_救急救命士「資 
格取得スクールー覧」ほか 

消防•防災•レスキューの専門マガジン 

「グラウンド•ゼロ j 

季刊」レスキューは 
1月、4月、7月、1明の 
10日頃の発売です。 

I'お求めは全国の書店で。ない壩合は霤店に注文いだくか、直接弊社まで現金麵または郵便振替にて送料を添红ご送金下さい。送料は冊^に関係な^1圆 
のご注文にっき100円で炙*買い忘れのないよう便利な定期購読もご利用下さい。郵便振替00100小62696ネット通販http:/AA/画Jka「os.ip/ 

〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂KビルTEL03-3267-2766 イカロス出版販売部 

令 .で:.： 
ぎ n:. •::.ベ:-.. .. :' ■ 



本屋さんで 
逢文する 

本屋さんで[Jウイング]が品切れだった 
ら、店員さんにruウイング]〇月号を取 
り寄せてください」とお願いしてください。 
たいてい1週間ぐらいで取りよせてくれま 
す。もともと[jウイング]が置いてない本 
屋さんでも取り寄せてくれます。 

コレクトサービス 
(代金引き換え） 

郵便振込• 
現金書 

で購入する 

イカロス出版のウェブサイトにアクセス 

http://www.ika ros.j p/ 

ホームページまたはFAXで注文ができます。商品お 
届け時に代金を払っていただく方法です。 
いちどアクセスしてみて！ 
※代引き手数料800円がかかります。 

[Jウイング]巻末についている青 
い振込用紙にご注目。振込用紙の 
表面に必要事項を記入の上、郵便 
局で振り込みます。または、ご希望 
の月号を書いたメモを同封して、 
現金と一緒に現金書留で送ってく 
ださい。[Jウイング]最新号だけで 
なく、バックナン一•その他の 
籍も購入できます。 

※送料は、バックナンパ'-のみをご注 

文の場合は、冊数にかかわらず一回に 

つぎ〗00円です。 
它れ下さ 

™™ hh 

i毎月確実に[jウイング]をゲットしたいなら \ | rvn卜i±；«/nis欺An ■ I定期購読がぉすすめ。 4pp I zk Iの9もの彳具楽那J 
!年間購読料はi7T5nnnmf抝•律I 基 T 
定期購読がおすすめ。 
年間購読料は1万5000円(税•送料込)。 

Jお問い合わせ 
イカ□ス出版販売部 
TEL03-3267-2766 FAX03-3267-2772 
〒162-8616 
東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 
※場所によつては発売日に届かないことがあります。ご了承ください 

で購入する 
シヨップ「のりもの倶楽部」なら確実にバックナンバーがゲット 
できます。「のりもの倶楽部」は、jウイングのパックナンバー 
と、飛行機•ミリタリーをはじめ、趣味•就職ものの関連妻籍 
から航空グッズ、洋書などもすベて揃っています> 東京近郊の 
人だけに限られてしまうけれど、手にとってから買いたいとい 
う人にはおすすめ。 
[のりもの倶楽部] 
営業時間平日n時〜20時(土日祝祭日*18時まで）木曜定休 

- - 

_年末年始13年12月29日（土）*30 0 (0) AM11: 00〜PIVI6 : 00 
14年1月2日（水)〜4日（金）AM11: 00~PM6 : 00 

_14年1月5日(土)から平常営業 

〒162-0825 
東京都新宿区神楽坂2-16-1軽子坂田中ビルB1階 
JR飯田橋駅より徒歩2分TEL03-3267-2724 
http://www. ikaros.jp/shop/ 
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/♦毎月21日発売 
■ 年間購読料15,000円(送料•税込) 

Jウイング冊1,200円(税込） 

舞 
(特別定価の号もありますのでご注意ください) 參 

♦ 

本のお求め方法 
■綴じ込みの青い郵便振替用紙 
この振替用紙で、小社発行の本とビデオ」くックナンパ—、年間購読（新規.継続）のお申し込がかし 
きます。青い郵便振替用紙の通信欄には、ご注文する書名を（ノ〈ックナン？ く—は月号を） 
は本の代金と送料の合計金額をご記入の上、切り取って郵便局でお振り込み下さい。入金匯化认第、 

送本致します。 

L歴^^蚩胃 
現金書留でもこi技できます。本の代金と翻の合計■を、現■留でご雜了さ匕f 
住所、氏名、電話番号を忘れずに記入して下さい。ご注文する書名りくックナンノ（一は月5)こ冊き 
を書いた紙（醫式、紙の大ぎさは問いません）を現金書留に同封して下さい。入金確認次第、送本b 
します。 

※発売日にお手元に届かない場合があります。 _ _______ 

※恐縮ですが、ぃずれの申し込み方法でも、手数料はお客様負担となります0お申し込みの際、予めごI承!^ 
參遂料rっいて/Jウィングのノ くックナンノ〈一は1回のご注文につき1〇〇円です。ただし他の雑誌と 

組み合わせてお申し込みの場合は、1回のご注文につき300円となります。 
參本の金額について/ここに表示している本の金額は消費税5兜の税込価格です。 

•お申し込み、問い合わせはt162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 

郵便振替00100■卜62696 C03 (3267) 2766イカ□ス出版（株）販売部 

http://www.ikaros.jp/ 

_特別定価1300円 

く特集マニアが撮った20t!2> 

戦後日本の空を飛んだ軍H機 

の全て/エアシヨー■チャイナ 

2000JSFX-32、X-35初公 

開!/総演2000/韓国空軍C- 

130H.C M-235M 飛来/復 

活!がんばれ女性自衛官他 

く新年特別付録〉 

自衛隊カレンダー2001 

<特集マニアが撮った20世紀 

自衛隊編>戦後日本の空を飛 

んだ軍用機の全て.自衛隊編 

(F-86の時代、F-104マルヨン 

の時代、F-4_F-15の時代)/世 

界のアクロノてット飛行チーム/ 

£001年飛行隊飛行始め他 

<綴じ込み付録> 

航空自衛隊絵はがき 

2月号 2001 4月号 
特別定価1300円_ 

<特集戦闘機X誘導爆弾=租つた 

獲物は逃さない! >ヒスト1」一、テク 

ノ □ジー、F-117 ASペイヴウエー 

DIの威力、日本の誘導爆弾、誘導爆 

弾カタ□グ/ブルーインパルス飛行 
訓練再開!/さよなら、芦屋のT-1A 

/空自の2010年大胆予測他 

<別冊付録> 

ミリタリー実用データブック 

c as. 5H巧 
 1200 

〈特集F-4ファントムは不滅!〉 

徳永克彦空撮！ Phantoms in The 

SKY,「戦ill」ファントム、「攻撃機」 

ファントム、アメリカ本国以辦のファン 

トムII、空自F-4EJ/EJ改の軌跡/ 

オーストラUア■エアシヨーエアロ¬ 

インディア 2001 / P-3C;每求観測 

ルポ/建国50酔記念ィンド国觀 

i式/90式戦車の冬季迷彩他 

6月号 
_特別定価_1300円 

<特集「新徂紀」自衛隊> 

第22飛行隊解散記念行事、第 

3飛行隊F-1ラストフライト 

<特集すすめ!我らのF-2 !> 

三沢基地ルポ、ディテールチエッ 
ク/ブルーイン〗tルス待望のア 

ク□フライト開始！他 

<別冊付録> 

航空祭ウォッチング八ンドブック 

7月号 
 1200円 

<特集2001戦競前夜> 

熱気に満ちた飛行隊の戰競 

直前訓練を追うし「戦競」を 

学習する<特集秘密の 
翼.ブラック•ブロジェクト> 

/ブルーインパルス4機で 

のアク□フライトスタート/ 

□ック岩崎インタビュー他 

nJWitiMs 
趋W妻麵: ルja圖_艦載機m<なる! 

UM/VOI 

8月号 
1200円 

_______— ■ 

<特集空飛ぶレ_ダーサイト 

AWACS と AEW>E-76フ空中 

警戒管制機とは？/空自浜松垦 
地觀航空隊.三沢基地第601 

飛行隊ルポ/最新AWACS E- 

767徹底賴剖/ セントリー 

でAWACSを探検 <特集「戦競 

01J>/F-4とF—15空の上の 

実力/熱血航空祭レポート他 

特別定価1300円 

<創刊3周年記念大特集米軍 

嘉手納基地> 第18航空団の全貌 

/戰醒飛行隊44FS&67FS/空 

中结通飛行隊909ARS/早期警 

戒飛行隊961AACS 空救難 

中隊33RQS<特集世界のエ 

アショー&演習レポート> 他 

く別冊付録〉 

ミリタリー実用データブック② 

10月号 
_1200円— 

<特集「空中給油機」がやってく 

る!>空中給油機とは？/給油オペ 

レーシヨンタンカーの歴史/空中 

給油機カタ〇グく特集MiG-21> 

/ブルーインパルス松島基地訓練ル 

ポ/WINGS2001/ロイヤル•イ 

ンターナシヨナル*Iア■タトウー他 

<綴じ込み付録> 

2001年戦競パチステ 

1C3 ca 月号 
12001TI  

<特集ブルーインバルス 

2001 > ブルーインパルス復 

活!松島基地第47回航空祭ルポ 

/新メンメ、—紹介/飛行展示課 

目全紹介/陸自新攻撃へリAH_ 

64□ア/〈ッチ‘ ロングボウ/富 

士総合火力演習レポート/モス 

クワ国際航空宇宙シヨー/ メイ 
ブル■フラッグXXXIVルポ他 

く特集これがアメリカ軍の 

ミリタリ_パワーだ! >アメリ 

力軍航空機，装備品カタ〇グ 
/米空軍最強の翼卜15スト 

ライクイークル/特殊部隊と 

は？/く特集F-15飛行隊 

最前線> 自衛隊の航空管 

制/陸§明野航空際ルポ/ 

対タリバン攻撃詳報他 

2002年1月号 
特別定価13〇〇 in —--*------- 

く特_空母と觸載機に強くな 
る!空母キティホークとCVW- 

5 >空母とCVWの関係、完全 

図解!デッキ*オペレーシヨン' 

デッキクルーの種類と仕寧、 

CVW-5の歴代CAG機カタロ 

グ/JSF速報X-35勝利!他 

<別冊付録> 
空自空撮カレンダ_E002 

JlAli 哪 
0 

す. 

^KADENA^^^； 
縱挪溢ね^^^^ 
p-. ■ i hf Irv u I v 

Mm 'M 

ur. ■n 平 厲. ン？的•し毒* 



▼徳永克彦写真集fHAWK/FIVE TEAMJ • I"イカロス出版の本J専用ご注文書 ※イカロス出版の書籍•雑誌は 
下記の用紙でご注文下さしv 

^リ-卜-•リ-線 

この受領証は、郵便周で媸械処 

理をした場合は郵便振替の払込 

みの証拠となるものですから大切 

に保存してください。 

■醜克彦写真集FHAWK/FIVE TEAMJ 
1冊3400円（税込）•送料300円 (■数にかかわらず) 

*この用紙のおもて面に必要事項をご記入の上、郵便局で払込み下さい 

この払込書は、機械で処理しま 
すので、LI座番兮及び金額を記入 

する際は、枠内に丁寧に記入して 
ください。 

また、下部の攔(表面及び裏ifrf) 

を汚したり、本票を折り川|げたりし 

ないでください。 

(郵政事業庁) 

■本のご注文方法 

iイカロス出版の本ラインナップ」で紹介した本のなかから、I)ご注文する本の書名を通信欄に、 

②代金と送料7冶計金額を金額欄にご記入下さい。払込A住所氏名欄も忘れずにお書き下さい。 
※恐縮ですが、払込丁:数料はお涔様miiとさせてし、ただきます 
※屯、込-慰IIが辟社に到:^するまで7〜則！位かかります> 到II次第送本致しますので、 
あらかじめご了承下さい。 



* 
入 
n 
名 

イカロス出版株式会ネ;j 

囔jウイング年間購読のお申し込み 

/ 

I M 

月号より 1，新规 

(バックナンバー•書籍等のお申し込み: 

腦 

誌名 

月ぢ 

(郵便番号 

氏名 

〆ン彐/ 

詁淠け 

U H(翁け（、 ff 詁め にご1 id人くださL 
\ 

0 ! 0!1丨〇10 
: f I t 1 

1 i t 1 ' 

F r 

1612 
1 1 
I! 1 

▼徳永克彦写真集fHAWK/FIVE 

払 込 

裏面の注意事項をお読み下さ (郵政事業庁） 

【用ご注文書 
※イカロス出版の書籍•雑誌は 
下記の用紙でご注文下さい 

払込票兼受領証 

TEAMJ •『イカロス出版の本J1 
キ U M 

iijj 
ノj、 

t 金 

‘） 1 ノ「、 r; 1マ 」jj1千 
r - « 1 1 

1" h LJ 

6 ! 9 ： 6 
1 1 
t! 

—小： 

額 

' 1 ■ぐ[ 
1 
\ 

1 

r 1 
1: 1 
\ I 

i 1 1 
1 | 

"T 「 
1 C 
\ 1 
i ! 
1 1 
1 1 —. 

特殊 

取扱 

年間購読料15,000円(送料•税込) 

K続（前キ:|叟か 
<i I Hr 

JWl 

) Hi fHAWK/FIVE TEAMJ 
定価3400円*送料300円 

(■数にかかわらず) 

注文希望します 冊 
|用んで1 

卜名もご；人ドさし 

付 

II 

附 
么製承認東第19688号）印 

イカロス出版株式会社 
1■丨万丨千 

» * 1 r 
i i r 1 TH 

--1-1-- 
1 1 1 
1 I 
1 1 
[ 1 

1 
1 1 
1 1 

贤说込み) 

1】] 

受付斥 ̂ n附印1 

各票の■:. F;v ま 1\ -3 \» My- 

払込人fi:所氏名 

レてください- 

Tn JJ- 

〇 

〇 

b 

さ 
だ 

く 

人 
IL ----U 

6 

9 

Ti IB- fc— n 

O 

O 

6 

2 

6 

め 

又％ r/ • ダト Is. 加人^,rl 
ケ 報 払込人iK所JX;名 $味.R及 

i/ tj V • 

記載事項を訂正した場合は、その箇所に訂正印を抨してくださ し 

切り®らないで郵便局にお出しくださ 
0 

b 
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ナルド ラムラ 

一至ホげ 

JR飯田捣駅 
至本；s择 

月〜金 （11； 00-20： 00) 
土-日•祝日（11:00〜18:00) 

毎週木曜日定休 
0JR総武線「疲0橋J駅S 口改札から徒歩3分 
〇跑下鉄有楽町線•東西線■南北線*大江戸線 

「飯0橋」駅B牝出口から徒齿1分 

通販のお申込先 
f 162-8616 

東京都新宿区神楽坂3-2 
神楽坂Kビル 

のりもの倶楽部 

TEL 03^3267-2726 

10:00〜18:00(月〜金） 
FAX 03-5225^3136 

(24h受付)| 

令お申込みは… 
クレジットカード（DC、JCB、VISA. MASTER) 宅急便コ 
レクトサービスでの代引き配送（商品到着時に現金にてお支払 
い）の場合は、注文書（裏側）に必要事項をご記入の上、FAXに 
てお申込み下さい。(郵送でも、お申込みいただけます、この場合 
は必す封書で、右記の宛先までお送り下さい） 
なお、クレジットカードご利用は、5000円以上から（1回払し〇とさ 
せていただきますので、ご了承下さい。 — 

現金書留の場合は、汪文書•代金を同封の上、右記の宛先まで 
お送り下さい。なお、普通郢便にて現金を送られますと郵便法に 
違反しますので、絶対におやめ下さいn 

郵便振替の場合は、郵便局に設置じrある振替用紙の通信欄に 
注文書と同様の事項をご記入の上、郵便振替口座（00110-2- 
86519)まで、お申込み下さい。 
ご注文は、お電話や書店経由では承っておりませんので、ご注意下さい 
なお、小笠原と伊豆諸島(大島、八丈島は除く）では、宅急便コレ 
クトサービスをご利周いただけませんのでご注意下さい。 
*注文書に書ききれない場合は、注文書のコピーでも結構でt； 

インターネットからオンラインでこ注文できるよラになりました。 
詳しくは弊社Web Shop 

http:y7www.jkaros.co.jp/shop/ 
をご覧下さい。なお、オンラインでのご注文はセキュリティの関係 
で「代引き着払い」方式に限らさせて頂いております:^クレジットカ 
—Kご利用の場合は引き続きFAXにてのご注文をご利用ください。 

♦代金•送料は… 
商品の価格はすべて消費税込みで表示してあります。.また、お申 
込み最低金額は1000円以上とさせていただきます：送料は〗回の 
ご注文につき、特別な場合を除き、何個でも800円（北海道_泞 
縄は1000円)ですqまた、宅急便コレクトサービスでの代引配送 
料は、特別な場合を除き、1回につき1000円（北海道•ミ中縄は 
1200円）でt小笠原と伊豆諸島(大島•八丈島を除く）では宅急 
便コレクトサービスをご利用いただけません。 

命お届けは 
注文書が到着後、速やかに発送させていただきます紙お手元に 
届くまでに2〜3週間程かかります。コレクトサービスの場合は、3 

週間以内にお届けが出来そうにない商品は、恐縮ですがキャン 
セルとさせていただきます，現金蓄留■郵便振替の場合には、注 
文されたうちのいくつかの商品が在庫切れになった場合は、1回 
ではお送りできませんので、後日2回目の発送を致します。できる 
だけそのようなことがないよう努力致しておりますが、メーカーの都 
合などにより、すぐにはお届けできないような場合には、恐縮です 
がご返金(キャンセル）させていただく場合もあります。 

令返品*交換は… 
配送中の事故等で商品に破*汚損があった場合や、お申込みと 
異なる商品が到着した場合は、交換致しますので、商品到着後、 
必ず1週間以内にご連絡下さいDまた、お客様の都合により返品 
される場合も、商品到着後1週間以内に必ずご連絡下さい。ただ 
し、この場合の返送料は、お客様のご負担となりますcなお、書 
籍■ビデオ*CD ■ゲームの返品は不良品以外お受けできませんの 
でご了承ください。 

い合わせは… 
商品についてのお問合わせは、往復葉書または返信用切手を 
同封した封書にてお願い致します。 

命カタログ有効期限は… 
本誌掲載カタログの有効期限は、カタログに記載してあります。 
ただし在庫のあるものに限りましてはその日以降も販売できる事 
がありますので、お問い合わせ下さい, 

♦なお、ここに掲載された商品は、予告なしに仕様変更や価格変更する 
ことがあります。さらに販売予定個数に達した場合、販売を中止する 
こともありますので予めご了承下さい。 

▲のりもの倶楽部専用ご注文書 ※のりもの倶楽部の商品は上記の用紙でご注文下さい< 
下記の振込用紙ではご注文できません。 

のりもの倶鄉 
お店のご案内 



のりもの倶楽部通販専用注文書 (Jwings) 

フリガナ 

お名前 

住所 

T E 

1 E メール : 

男女 
斗:年月1:1 

M ■ T • S • H 年 )1 f：I 

フ 
い# 

1山 
府 

ガナ 
iH 
IU 

自宅 速絡先 お屮込II平成 屯 i 1-1 

クレジット 

カード 

〇で囲んで 
下さい 

DC JC 巳 VISA MASTER 
衣貝 
# 口 

万 I I 
有効 
期限 n 

No. 商品番号 商品名 サイズ/色 数は 

-- -一 

価格 合計 

1 1 

2 

3 ▼ 

4 

5 

---——--- 

fi 

i 

8 
■ 

発送方法〇印でご指定下さい。 

送料 通常の発送1回800円(税込）北海道•沖縄は1000円(税込） 

代引発送1回1,000円(税込）北海道•沖縄は1200円(税込） 

現金雷留の場合は、この注文書を 
同封してお送り下さい。 
代引発送ご利用の場合はFAXか 
郵便でお送り下さい。 

送 

叫八つ 
^ II U 

rキ -トーリ■一線 

▲のりもの倶楽部専用ご注文 ※のりもの倶楽部の商品は上記の用紙でご注文下さい。 
下記の振込用紙ではご注文できません。 
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のU^CCi)当店が厳選したグッスを通販でお届け！ 

オーダ， 

■ AIbp カタログ有麵限 
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ユピテルMVT_7300 
商品番号： 800-00128YP 
税込価格：31,500円 
何から何までエアバンダーを念頭に置き、デ 
ザイン_設計された新世代レシーバー。これま 
でのMVTシリーズから受け継いだ高い受信 
性能と操作性に重点を置き、なおかつ情報化 
社会のニーズに合わせた設計により誕生し 
たのが、このユピテルMVT-7300だ。 
本体サイズも胸ポケットに納まる小型のボ 
ディ、だが詰め込まれた樺能は超大型。エア 
バンドに必要な周波数、受信モード、受信ス 
テップは完全フルカバー。受信周波数を選ぶ 
だけで効率的な受信も可能。最大の特徴が 
VHFとUHFエアバンドの主要周波数のデー 
夕があらかじめ登録されているので、周波数 
を調べなくとも即受信が開始できる。メモリー 
チャンネルは1000chを実装。バンク〗は横 
田ソくンク2は厚木ソ< ンク3は嘉手納などと 
いった効率的なメモリー内容の管理はもう常 
識。未知の周波数を探し出すスキャン機能も 
多夥なモードが搭載されている。タイマー機 
能も搭載され、より経済的な使い方も可能 
だ。また、メモリー内容を他のMVT-7300にコ 
ピーできるクローン機能もあり、友達のボディ 
にそのままコピー、分担して入力すれば作業 
も楽チン。そしてサーチで見つけた周波数も 
最大50chまで自動的にチャンネルメモリー 
登録できるオートライト機能も搭載。別売り才 
プシヨンとしてソフトケース、シガープラグ 
コードも発売中。これまでのノウハウをフル 
に注ぎ込んだレシーバー、現行機種のリプレ 
イスとして、新規導入機種としてどなたにも 
おすすめできる最新•最強のレシーバーだ， 
【MVT-7300スペック】 
受信周波数域:53"!kHz〜1320MHz、面倒な 
設定がいらないプリセット機能(オートモード 
選択時)、デューブレックス受信機能、盗聴周 
波数（165oh)サーチ/テレビ音声チャンネ 
ル（1〜62ch)サーチ、音声反転方式秘話解 
読機能、タイマー機能、クローン機能、ボディ 
サイス：60X120X32mm、重 fit:約310ci(付 
属アンテナ、電池含む） 
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アルインコDJ-X5 
商品番号： 800-00095AL 
税込価格:31.290円 
聞きたい電波は逃さずキャッチ、0.1〜 
2200MH2のワイドバンド受信。コンパクト、そ 
して操作性を重視したハイセンスなデザイン 
で大人気。ビギナーでもESYサーチモードで 
操作すれば携帯ラジオと同じ感覚で使え、聞 
きたい周波数を探して聞くことができる。その 
ESYサーチ機能とは希望の周波数帯に瞬時 
に移動し、自動で選局を行う優れた機能。メ 
モリーチャンネルも最大1000チヤンネル、10 
のバンクで管理するバンクメモリー機能を搭 
載0そしてアルインコオリジナルの9chチャン 
ネルスコープは、電波を見ながら選局できる 
便利な機能だ。スキャンモードも充実してい 
て、夕ーボ機能によりスキャ 
ンスピードもさらにアップ、 
狙った周波数を逃さない。 
コンパクトかつ多機能を求 
めるユーザーの方には最適 
のレシーバーである。 
【DJ-X5スペック】 
受信周波数域：100kHz〜 
2000MHz、自動選局ESY 
サーチ機能搭載、9chチャ 
ンネルスコープ、夕^ーボス 
キャン、10バンク1000チャ 
ンネルメモリー、本体サイ 
ズ：62X116X29mm、重 
量:約250g (付属アンテナ、 
電池含む） 

VR5000マルチバンドレシーバー 
商品番号: 800-00154SD 
税込価格： 83,000円 
エアバンドだけではつまらない！そこで登 
場した「遊べる」レシーバー。操作性抜群のプ 
口仕様通信型才ールモードレシーバーに考え 
られる最新の機能を満載^主な機能として 
オートステップ/オートモード機能、イージー 
オペレーションを追及、ワールドクロック機能 
など充実した時計/タイマー機能、未知の電 
波をビジュアルチェック、電波が「見える」リア 
ルタイムバンドスコープ機能は使える。さらに 
はラジコンチャンネルサーチ機能で、ラジコン 
競技会にて使用チャンネルのモニター受信機 
としても使用できる。そしてメモリーも定評あ 
るバンク形式で合計2000チャンネルを多彩 

かつ効果的に管理する大容置メモリーチャン 
ネルを搭載。スキャン機能も多彩で、RF 
チューン機能やパスワード付きロック機能、 
クローン機能などマニアックな便利機能も満 
載。簡単操作で充実機能、これほどまで完成 
されたレシーバーがこれまでにあっただろう 
か？まさに「買い」の1台である！ 
【VR5000スペック】 
受信周波数範囲：0.1〜2599.99998MHz(— 
部周波数を除く）、DSP(デジタルシグナルプ 
ロセッサ）デジタル混信除去機能（オプショ 
ン）、ラジコンchサーチ、リアルタイムバンド 
スコープ、アンテナインピーダンス：5〇〇/ 
450Q、ケースサイズ：180X70X203mm{突 
起物含まず)、重量:約1.9kg 
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ファイターパイロットの息遣l、が聰こえる 
2002年はエア/ Xンド元年だ！ 

はじめようABL 
さまざまな出来事があった2001年。エアバンド•リスニング 
航空祭もなくなって、われらファンの心は灰色のまま年越Ufco 
だからこそ2002年は、新たな心で迎えよう0 
そこで提案。エアバンドを聴こうということ。 
戦闘機や攻撃ヘリ、民航機まVS6ゆる交信をキャッチしTT楽し6う。 
時には”スゴイ"通信を傍受できるかもしれないぞ! 
まだ未経験のキミ、体験Lfc 6痛みつきになるぞ7 

ページでシヨッビングをお楽しみください 
「のりもの倶楽部」では,インターネットのホームぺ■ジにて取り扱い商品のすべてを紹介しておりますご自宅 
でじつくり欲しいものを探してみて下さい。オンラインでのご注文もご利用下さい。（代引き着払い限定です) 

http://www.ikaros.co.jp/shoi>/ 
/(飯空!®又も'Hぺこ:ンで紹介している商品を描えておりますのて%ぜ 

ひお出かけ下さい&その齓取扱商品の詳細こつきましては,TELやFAXにてお問い合わせ下さい_ 
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級商品の詳細こつきましては、TELやFAXにTお問い会わせ下ぎい。 
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のりもの倶楽部 
年末•年始の 
営業のご案内 

12月30日まで…平常通り営業 

ショップ 
12月31日〜■(月1日…休業 
1月2日〜1月4日…11:00〜18:00 
1月5日から…平常通り営業 

通販部 12月29日〜1月6日…休業 
1月7日から…平常通り営業 



航空自衛隊&米軍 
人気機種2002 
商品番号： 801-00188PC 
税込価格：1,575円 
航空自衛隊の戰13機ゃブ 
ルーインパルス、さらに米軍 
のF-14_ F/A-18など迫力ある 
シーンが魅力のカレンター。メ 
モ欄付の実用品としてもOK! 
サイズ：595X415mm/7枚 
綴り（表紙含む) 

艟艨2002 
商品番号： 
805-00019SJ 
税込価格: 4,305円 
大型の判形を活かした 
画面構成は、迫力につき 
る。護衛艦&航空機の機 
能美が輝くカレンダー。 
各べージは破らずに保 
存が可能な仕組みがう 
れしい。 
* サイズ:610X910mm 
/8枚綴り（表紙含む） 

3?!1島 1〇2 
商品番号：806-00025SJ税込価格：1390円 
無限軌道から吐き出される土塊。その迫力が伝わって 
きそうなスーパーショットで綴られる陸自カレンダー。 
*サイズ:420X600mm/13枚綴り（表紙含む） 

_ 

Super Fighter World '02 
商an番号： 8 01-00195SJ 税込価格:4,305円 
大画面いっぱいに展開される空自航空機の迫力。。その姿に圧倒され 
ること請け合い。F-15をはじめ、ブルーインパルス、F-2などベスト 
ショットが満載！*サイズ:610X91 Omm/8枚綴り（表紙含む） 
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世界の軍艦2002 
商品番号： 
805-00016T 白 
税込価格：1,575円 
仏海軍ステルス*フリ 
ゲ—卜「ラファイエット級j 

を皮切りに、各国海軍の 
新鋭艦を網羅。資料的な 
価値も高いカレンダー。 
本サイズ:600X420mm 
/13枚綴り（表紙含む) 

Defender 2002 
商品番号: 80卜〇0193SJ税込価格：1,890円 
陸上*海上•航空自衛隊の最新装備が吼える。スバ 
ルタンな魅力を捉えた写真が見事D *サイズ: 420 
X600mm/13枚綴り（表紙含む） 

世界の軍用機 
2002 
商品番号: 
801-00186TB 
税込価格：1,575円 
世界各国の誇る軍 
用機が毎月を飾 
る。試作機から最新 
銳機まで、現用 
ジェット戦闘機の 
集大成カレンター。 
*サイズ： 594X 
420mm/13枚繰 
り（表紙含む） 
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群青_02 
商品番号： 
805-00018SJ 
税込価格：1，890円 
大海原を悠然と航海 
する護衛艦。そして 
P-3Cをはじめとする 
航空集団の航空機。 
海自装備の躍動感ぁ 
ふれるカレンダー。 
氺サイズ： 4 2 0 X 
6D0mm/13枚綴り 

!(表紙含む） 
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Fighter 2002 
商 S 番号: 801-00194SJ 
税込価格:1,575円 
航空自衛隊が誇る装備品の輝 
く一瞬をとらえたスーパーシヨッ 
卜で綴られる、ファン待望のカレ 
ンダーc縦位置の判形を活かし 
た魅力のあるカットの連続。 
* サイズ：620X450mm/14枚 
綴り（表紙含む） 

ミリタリーカレンダー• 
スペシャルコレクション2002 

21世紀となって、はや1年。オサマの野郎のおかげで航空祭は水の泡。毎年購入していたカレンターは、とうすれはいいのたろう…。 
それなら「のりもの倶楽部」にお_ま■か•せ！自衛隊から世界の艦船、そしてビンテージ機まで、 
ミリタリ-カレンダーのラインナップをとくとご覧あれaきっとお気に入りのカレンダーが見つかるハズだ！ 
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Blue Water Navy ’02 
商品番号: 805-00017SJ 卜輯..韻:_1:§|纔 
税込価格：1,575円 
青い海、青い空をバックにとら 
えた海_L自衛_最新銳::_ヽ 
その魅力が毎月楽しめるファ，レ:,， 
ン垂涎のカレンダ—。 私—’—料 
氺サイズ：620X450mm/14 

枚綴り（表紙含む） 

a 

ブルーインパルス2002 
商品番号： 801-00198税込価格：1,260円 
自らがファイターパイロットだった赤塚聡氏のカメラでとらえたブルーイ 
ンパルス。青空をバックに空撮された美しい写真が飾るカレンダー。ブ 
ルーファン必携の1冊。*サイズ: 420X594mm/7枚綴り(表紙含む） 

航空自衛隊戦關機2002 
商品番号：801-00196税込価格：1,260円 
航空自衛隊の主力機を全て空撮フォトで収録したカレンダー。本誌で 
もおなじみのカメラマン、赤塚聡氏によるスーパーショットが連続。当 
店イチオシの逸品。ホサイズ:420x 594mm/7枚綴り（表紙含む） 

JASDF 2002 
商品番号： 801-00183DJ 
税込価格: 735円 

2001年10月から2002年、 
そして2003年3月分まで、 
足掛け3年分がセットされ 
ている、お買い得な小型 
卓上カレンター。写真は 
航空自衛隊オフィシャル 
&機種のスペックも記載。 
プラスチック製スタンド 
ケース付き。 
サイズ：約92X90mm/ 

19枚綴り（表紙含む） 
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Impulse 2002 
商盘番号:801-00192SJ 
税込価格：1,890円 “ _ a, + 沈 
ハチロク、T-2そしてT-4の3世代のフルーが一堂に会した歴史的な価 
値も高いカレンダー。ブルーファンならば保存用と実用の最低2本は 
ゲットしよう。 
*サイズ: 420X600mm/13枚綴り（表紙含む） 

蒼空_02 
商品番号： 
801-00191 SJ 
税込価格： 
1890円 
大空のかなたを？ 
乱舞する航空自 
衛隊機。本来の 
舞台を乱舞する 
姿を、思いっきり 
楽しめるショット 
が満載。 
承サイズ：420X 
600mm/13枚 
綴り（表紙含む） 
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£BSk 商品番号:861-01296PC(白)商品番号：861-012! 
奄品番号：861,01294PC(紺）商品番号：861-012! 
税込価格：各1,890円 
レジヤーのお供やファッションに最適のボウルキヤッ 
イブでかぶりやすい、芯デザインがうれしい帽子フ 

€ 11ブルー&キティ” 
-Iのりもの倶楽部おすす在 

OS 「コヘレスク忠;]グッズ 
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纖 
電子書籍/成層圏のお散歩 
商品番号：721-00033BW 
税込価格:800円 
了 ACネームは「ケイジャン上空 
自の元フアイターハ"イロットによ 
るエッセイ集。空で出くわしたさ 
まざまなエピソードとともに、迫 
真の写真が楽しめる電子迅籍 
本誌読者ならは、絶対に楽しめ 
るオススメアイテム。8cmCD-R 
か再生できる機器が必要 

2002 

自衛隊手帳 
2002 

口 口 ■ 向ロロ奋巧■ 
876-00011GS 
税込価格： 
950円 
自衛隊施設のァ 
ドレスはもちろ * ■ + 
ん、組織図や装— 
備品などのデータが満載。使え 
る略号表や力ード収納スペー 
ス、ダイャリー部分も使いやす 
い見開き1週間分となっている。 
」うインr読者には絶対役に立つ 
オススメのダイヤリーだ。シャー 
プベン付き。サイズ：8 5 X 
130mm。 

&o 

毎年恒例！ 
Jウインク福袋2002 

商品番号：801、00202IS 
税込価格: 5.250円 
毎年大人気の「福袋」。今回は21世 
紀スタンダードバージョンでの登場 
だ！もちろん中身もアップグレー 
ド!ミリタリーグッズはもちろん、 
パッチにプラモ、ビデオに衣類と価 
格にして10,000円以上の商品が詰 
まっているぞ。また、中身の指定や返 
品•交換は致しかねますので予めご 
了承ください。なお、数fit限定のため 
販売予定個数に達した時点で終了 
となります。発送は年明け以降とな 
ります。また商品の性格上、他の商 
品と別発送、送料も別途頂きますの 
で、ご了承のうえ、お申し込み下さ 

フルーインパルス 
ガイドブック2001 
商品番号:801-00201KJ 
税込価格：1,470円 
2001年の基地祭で発売されたガィドブック。 
T-4ブルーの生立ちから、演技の解説、各隊員 
のプロフィールまで、ブルーインパルスの魅力 
を余すことなく網羅。オールカラー、A4変形 
判、52ベージ。 

USSキティホーク 
ビンバッチセット 
商品番号：861-01285BE 
税込価格: 4,725円 
CVW-5フアンはもとより、広く航 
空/艦船フアンにもオススメのア 
イテムが登場。キティの甲板をモ 

チーフとしたベース上に、現在オンボード中である各スコードロ 
ンの精密ピンバッチ11個をあしらった/USSキティホーク，ピン 
バッチセット.しすべてのビンバッジは取り外し可能。お気に入り 
のスコードロンを取り外し、ブレザーピンやアクセサリーとして 
も楽しめる3ディスプレイ方法も、専用の台座が付属しているの 
でデスクやサイドボードの上に飾ったり、壁に吊るしたりと楽し 
み方は自由g在。合成木材製べース。 
サイズ：最大長297mm X最大幅88mm X厚9 mm 

ブルーインパルス 
「メダル」 

Q .TO". 口 ■ 亂口口畨巧. 
8S1-01284BE 
税込価格：1,050円 

^表面はフルカラーで彩 
色されたブルーのエン 
ブレム、裏面にはT-4の 
ダイヤモンド編隊のレ 
リーフが刻まれた、ブ‘ 

ルーフリーク感涙の逸品が登場。ズッシリとした重量 

感のある金属製で、新たなスタートを切ったブルーイ 
ンバルスの思い出としても最適のアイテム， 
サイズ：直径43X厚3mm。 

瞬^欲. 
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WARBIRDS 
商品番号: 801-00182PL 
税込価格: 2,100円 
飛行可能で現存する大戰機やオール 
ドタイマ—を空撮、時代を忘れさせる 

シヨツトで綴るカレンダーc輪入カレン 
ダーのため、休日などが日本とは異 
なっているので注意。*サイズ：381 
X457mm/14枚綴り(表紙含む） 

フルーインパルス 
T-4ソロ I 
商品番号:861,01263KX 
税込価格：1,680円 
サイス:直径99mm 

フルーインパルス 
「4機編隊」 
商品番号： 861-01264KX 
税込価格：1,680円 
サイズ：直径99mm 

FLPフルーインパルス 
「T-4ソロ*青」 
商品番号： 861-01266KX 
税込価格: 3,675円 
サイス:幅258mmX高160mm 

咒—ンパルス{ - 

「丁。4 VP ■ ^ I 
問a口香'15^ - 
861-01265KX 
税込1固格: 3,675円 
サイス:福258mmX 
島160rn m 

ill 

したものは覼充を終了さ 
せて頂く場合もございま 
すので、あらかじめご了 

.二 

『Nob 
オリジナ 
ルバッチ 
和ズ 

* 

航空自衛隊戦闘機2002 卓上判 
商品番号: 801-00197 
税込価格： 840円 
赤塚聪カメラマンが撮影した空自機が 
登場する卓上版カレンダー。毎月1機 
種、スペックとともに楽しめる。デスク 
や玄関にどうぞ。ショップおすすめの卓 
上カレンダー。*サイズ：128X124mm 
/13枚綴り（表紙含む） 

I躍動」2002 
商品番号: 806-00026TY 
税込価格：1,260円 
航空自衛隊が保有する樺 
体が登場。すべての写真 
に「躍動」が感じられる、 
フアン向けのカレンダー。 
* サイズ：594X420mm 
/13枚綴り（表紙含む） 
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FLYfNG LEGENDS 2002 
商品番号：801-00190M巳 
税込価格: 2,625円 
フライアブルで現存する大戦機の 
空撮ショットが楽しめるカレンダー： 
鮮明な写真は特筆もの。輸入カレン 
ダーのため、休日などが日本とは異 
なっているので注意。 
*サイズ：338X492mm/l3枚綴り（表紙含む) 

Pi.KOOBO¥¥ 

mam hv 

■■■巧 

\m 

AIR SUPERIORITY 2002 
商品番号：801-00189M巳 
税込価格:2,100円 

世界各国の誇る空軍の新鋭機ばかりを網羅したカレンダー，見事な 
写真が迫り来る迫力に大満足。輸入カレンダーのため、休日などが日 
本とは異なっているので注意。 
*サイズ: 338 X 492m m /13枚綴り（表紙含む） 

Air 
り（表紙含む) 

1 

IMPORT 

r；,-：•-•••• •- f 扇? 
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HSL-51 WARLORDS 2002 
商品番号： 80卜00199税込価格：1,575円 
通称fアニキ」で人気のスコードロン、HSレ51ウォーローズ特製の才 
フイシャルカレンダー。アクションシーンも満載で、貴重なカットの連 
続。*サイズ:360X51 Omm/13枚綴り（表紙含む） 

35PC (黒) 
33PC(青） 
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AIR STRIKE 2002 
商品番号: 801-00200 
税込価格：1,575円 
米軍の装備する機体の数々を、さまざまな 
アングルから捉えたカレンダー。ブックス 
タイルで資料としても一級。*サイズ:360 
X510mm/13枚綴り（表紙含む） 

kL^Aaa 

:h[ p«-' Am 

T-4 

つdo2 



F-4Nファントムn 
「米海軍VF-111 
サンダウナース」 
商品番号：921-01087KB 
税込価格:7,140円 
スケール1:72 

零戦21型 
商品番号:921-01049KB 
税込価格: 5,040円 
スケール1:72 

サンダーバース 
隊長 
「ブライアン. 
ビショップ」 
商品番号： 
920-00031 HA 
税込偭格: 4,872円 
スケール1:6 

零戦22型 
商品番号：921,01048KB 
税込価格：5.040円 
スケール1:72 メ 

エリー"トフォ《*ス 
/ゞイロット 

商品番号： 91V02660BU 
税込価格： 7,371円 
スケール1:6 

1| 

ラシコン_W11A2 
エイブラムス 
「砂漠迷彩」 

I リ□ tTT * 商口□番巧1* 
926-00039BU 
税込価格：14.931円 
スケール1:24 

■ ; 
m：% 

F-4Eファントム！ 
「USAFミグキラ_」 
商品番号:921-01079KK 
税込価格：10.080円 
スケール1:48 

F-15パイ□ット 
商品番号：911-02659BU 
税込価格： 7,371円 
スケール1:6 

F-104Cスターファイタ 
「USAFベトナム迷彩」 
商品番号：921-00956KK 
税込価格： 8,232円 
スケール1:48 F-104Aスターファイター 

US NAVY NAS CHINA LAKE 
商品番号:92れ00958KK 
税込価格: 8,232円 
スケール1:48 

スピットファイアMkV 
「335FS4FG」 

商品番号: 921-01011KK 
税込価格: 6，5 5 2円 

k スケール1:48 

零戦52型 
「大分海軍航空隊」 

商品番号: 
^ 921-00499MK 
税込価格:屯183円 

スケール1:48 

スビットファイアMk_V 
「RAF401SQNj 
商品番号：921-01009KK 
税込価格：6,552円 
スケール1:48 

マルシン » 

雷電21型 
_「竜巻部隊」 

商品番号: 92卜00146MK 
_税込価格： 5,023円 
_スケール1:48 赢 

■: j 

「赤城搭載期N: 
商品番号:921-00139MK 
税込価格:4,183円 
スケール1:48 

四式戦疾風w 
「第104戦隊」 
商品番号： 
92卜00151MK 
税込価格： 
5,863P] 
スケール1:48 九九式艦上爆擊機22型 

_ 「翔鶴飛行隊」 
商品番号: 921-00803MK 

税込価格: 7,140円 
スケール1:48 

雷電21型 
「352海軍航空隊」 
商品番号: 921,00148MK 
税込価格: 5,863円 ■ 
スケール1:48 卜 

I 一式陸上 
I攻擊機11型 

「鹿屋空」 
商品番号: 

921-00532MK 
税込価格： 25,200円 
^ スケール1:48 

零戦 
商品苗号： 
821-00001 KY 
税込価格：10.500円 
サイズ： 
約50X50X50 mm 

九七式一号 
艦上攻擊機 

「空母蒼龍搭載機」 
O 2Z. P * 倒P□杳万• 

92V00988MK 
税込偭格： 7,140円 

スケール1:48 

九七式三号艦攻擎機 

_マルシン 
九九式艦上 i 
爆撃機11型 
「赤城飛行隊」 鴨 

商品番号: 921-00802MK 
税込価格： 7,140円 
スケール1:48 

マルシン 

一式陸上攻擊機11型 
「705空 
商品番号:921-00531MK 
税込価格： 23.520円 
スケール1:48 

1マルシン巧 
九七式三号艦上攻擊機 
「空母赤城飛行機隊」 
商品番号： 921-01012MK 
税込価格： 7t140円 
スケール1:48 
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ルオーダ 

アウトドアのお供はこれしかない！ 
T-2ブルー時代のキャップを忠実に再現:さらにはあご紐も付いてマニアも納得! 
いままでありそうでなかっただけに、うれしさ満点！すべてフリーサイズ。 

ブルーインパルス 
「ロゴ■黒」 

口 JgL 口 . 

861-01270KX 
税込価格： 
2,100円 

ブルー 
インパルス 
「ロゴ- 
ネイヒー 
ブルー」 

ブ2楽 
ル0し 

丄2み 
窆1に 空年し 
自こて 
〇そし' 
グ孑た 
ケ航 

スジ1 

を子举 

めルネ 

U 
税込価格: 
2,100円 

キヤツブ 
丁*4フルー 
インパルス「青」 
間品笛号： 
861-01267KX 
税込価格： 
2,100円 

溫游益卜經フステッヵ 

商品番号 
:861-01269KX2通 f 

iii% 

日なJ 

^1% 

る专ン 

—⑴-の六セ 
861 *01268KX を孓ル 

待をと 

に し 
し ま 

^ I 

キヤツプ 

丁《4フルー 
イン/Wレス 
「ネイビー 
ブルー」 
商口口带万• 

税込価格: 
2,100円 

リストウォツチも 
ブルーで決めろ! 
ブルーファンを自認するなら腕時 
言十も_ブルー」で;'夬めたい.そんなフ 
リーク待望のアイテムが入荷！セ 
イコー製アナログクォーツ時計 
VD55にtブルーインパルスをモ 
チーフとした限定仕様製品だ。文字 
盤上にブルーのエンブレム、本体裏 
面に航空自衛隊徽章が刻まれた、 
高級感あふれるリストウォッチ，トッ 
ブクラスの仕上がりなのはいうま 
でもないだろう。木製化粧箱入り 
主なスペックは、1/10秒計測ストッ 
プウォッチ機能を備え、文字盤上の 
1/10秒針計、分針計、秒計計によっ 
て正確な計測が可能、スタートから 
ある区間までの途中経過時間であ 
るスプリットタイム計測機能をも搭 
載している， 

戦競_01「4種4枚セット」 
商品番号： 801-001 84TL 
税込価格： 2,520円 
内容：ノースァート3種& 
エンブレムシートサイ 
ズ：89X108mm(ノ ーX 
ァート）/110Xl08mm 
(エンフレム） 

戦競_97 
「ミスティック■イーグルm/ 
新谷かおる」 
商品番号:80卜00170TL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ：170X208mm 

戦競_97 
「ミスティック*イーグ 
ル诅/渡辺悟志」 
y^j. O TET 口 _ felPP * 
801-0016STL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ： 
170X208mm 

ツf 

ズ 
i/ftfffA'.'j'f厂W ■•，「..り.'.ア Y.fc-T: 

，，ン方:.々 

フルーイン/《ルス 
クロノグ 
【セイコー 
キヤリバ'一VD55I 
商品番号：861-01283BE 
税込価格: 29,400円 
【製品仕様/水晶振動数: 
32.768Hz/携帯精度：月 
差±20秒以内（+5 C〜 
+ 35で）/作動温度範 
囲：一5 d〜+ 50 C/使 
用電池:SR920SW1個/ 
電子回路：C-M0S-LSM 
個/サイズ：直径35X厚 
8mm/素材：ステンレス 
スラ—ノレ】 

一」'…'.，:導囊釋.... 
戰競_97 _ 
「ミスティック■イーグル齡 
瓜/近藤和久②」 _ 
商品番号：80100168TL 
税込価格：1,890円 _即’97 • ^ 
シートサイズ： 「ミスティックイークル瓜/近藤秸久①」 
170 X 208mm 商品番号: 801-00167丁 L 

税込価格：1,890円 
シートサイズ：170X208mm 

ブルーのレプリカ•バッチ 

戦箭97 
ミスティック•イーグル 

m/笠原俊夫」 
商品番号: 801-00169TL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ：17 0 X 
208mm 

戦競198 
「ミスティック*イー 
グルF/渡辺悟志」 
商品番号: 
801-00165TL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ：170X 
208mm 

戦競观 
ミスティツク_イークル 
/永野護」 
商品番号：80卜00160TL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ： 
170 X 208mm 

戦競‘98 
「ミスティック_ 
イークルIV"/ 
園田健_ j 
商品番号： 
801-00161TL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ： 
170X208mm 

戦鱿98 
rミスティック•イーグ 
ル]出渕裕①」 
商品番号： 
801-00163TL 
税込価格：1,890円 
シートサイX：i70X 
208mm 

フルーのメンバーが装着していたパッチのデザインを 
もとに、販売専用のレプリカとして製作されたパッチ：そ 
のためメンバー装着のオリジナルとは材質や色、デザ 
インも変更されているレプリカパッチ雰囲気だけを楽 
しむにはちょうどいいだろ氕 
ブルーインパルスのオリジナル_ハ°ツチを縫製している 
メーカーによるレフリカ版。一部故意に相違点を設けて 
いる。 

戦競，98 
rミスティック， 
イークル] 
貞本義行」 
商品番号： 
801-00164TL 
税込価格: 
1,890円 
ンートサイズ: 
170X208mm 

楽しみにしていた 
フルーのアクロも、 
来年以降におあずけだあ。 
こうなったらビデオの妙技で 
へこむ気持ちを 
奮い立たせよう！ 

ブルーのビデオでうっぷんを晴らせ! 

ブルーインパルスtfTSTO 
ザ•ァクロ， 
商品番号： 711-00011PL 
税込価格： 3T675円 
ジェット機によるアクロチームと 
しては日本で唯一のブルーイン 
パルス，この作品のもっとも特 
徵的なことは全演技を収めてこ 
とである。航空祭では天候に 
よって行なわれる演技が異な 
る。そこでDVDの特性を括かし、 
数あるなかから見たい演技をメ 
ニューから選べるという、データ 
ベース的な利用方法も可能に 
なっている。さらに各演技の飛 
行バターンのCG図も追加され 
ている。約60分。 

ローリング•イン•ザ•スカイ 
フルーインパルス 
商品番号：711-00008Pし 
税込偭格： 4725円 
T-2時代のブルーインパルスの 
作品。華麗なるァクロの数々を、 
チームの本拠地である宮城県 
松島基地と、主訓練空域である 
金華山沖で撮影。地上からの映 
像に加え、コクピット内数ヶ所に 
取りつけた超小型の特殊カメラ 
と瑞半期の高部座席に搭載した 
小型カメラを駆使し、空撮映像 
をふんだんに収録。そして飛行 
中の計器や操縦桿の微妙な動 
き、期待の動きに合わせて変化 
するキヤノビー越しの景色や、 
飛行前のブリーフィングの様子 
なと’、あらゆるシチュエーション 
におけるブルーインパルスの魅 
力を完全に網羅している。約51 
分 

ヒストリー*オフ•フルーイン 
パルス 
商品番号： 721,00023BB 
税込価格： 5,040円 
航空自衛隊のエアロバティック 
チーム「ブルーインパルス」は 
1995年12月にそれまで使用し 
ていた国産練習機T-2からT-4 
へと機種改変し、組織も第11飛 
行隊として独立、新しいスタート 
を切ったDこのT-4デビューを期 
に、チーム創設からT-4ブルーの 
デビュー直後までの歴史を東京 
オリンピックや万国博M会、花 
博などの秘蔵の歴史的映像と 
当時のパイ□ットなど関係者へ 
のインタビューを通じて明らか 
にする。また、これまでに使用し 
てきた機種、F-86F、T-2、T-4に 
よる第1区分の演技を全収録., 
チーム使用機種とその演技の変 
遷を比較鑑賞できる。約115分-. 

ニューエアベース*シリース 
ブルーインパルス 
商品番号： 721-00024BB 
税込価格：7,140円 
宮城県の松島基地•第4航空 
団に所属する第11飛行隊「ブ 
ルーインパルス」。航空自衛 
隊の誇るアク□バット飛行 
チームのウインタートレーニ 
ングに密着取材、地上からの 
映像は勿論、オンボードカメ 
ラによる空撮や同乗空撮の 
映像を駆使し、6機の国産練 
習機T-4によるスリリングな 
アクロバット飛行を立体的に 
再現。第一区分の飛行展示を 
完全収録するのは勿論、ブ 
リーフィングやエアショーの 
模様、メンバーへのインタ 
ビュー等を織り込みながら、ブ 
ルーの全てに迫るs完全再開 
を心待ちにするブルーファン 
待望の映像集。約102分。 

戦競_98 
「ミスティック•イーグル见/出渕裕⑦ 
商品番号: 801-00162TL 
税込価格：1,890円 
シートサイズ：170X208mm 

ステッカ_ 
まとめてゲットしたい 
人は:□チラをどラぞ 
戦競匁7「5種枚セット」 
商品番号: 801-00171丁し 
税込価格： 8,505円 
シ_トサイズ： 
各170 x 208mm 
戦競198「6種A枚セット」 
商品番号:801*00172Tし 
税込価格：10,206円 
シートサイズ： 
各170 x 208mm 

フルーインパルス 
「クリスマス■大」 
商品番号： 
861-01246KX 
税込価格："L575円 
サイズ： 
縦92mmX 
横88mm 

フルーインパルス 
「クリスマス•小」 
商品番号： 
861-01247KX 
税込価格:1,260円 
サイズ： 
縱78mmX 
横74fnm 

フルーインパルス 
「1999ツアーJ ブルーインパルス 
商品番号： fl9987T-^l 
861-01243KX .入」 
税込価格：1,575 .円 

サイス:劃圣88mmf兑込&格1680円 
サイズ： 
直径95mm 

フル_インパルス 
!1997ツアー」 

pi本 Q • 

361-01240KX 
税込価格：1,575円 
サイズ：直径92mm 

フルーインパルス 
广1998ツアー■小」 
商品番号： 
86卜01242KX 
税込価格： 
1,575円 
サイズ： 
直径80mm フルー 

イン/ゞルス 
「1996ツアー•大J 
商品番号:861-01244KX 
税込価格：1,575円 
サイズ：縦91mmX横88mm 

商品番号： 
861-01245KX 
税込価格：1470円 
サイズ：縦78mmX 
横75mm 



ハセガワ/紫電改 
「スケルトンバージョン. 
商品番号： 91卜02656HA 
税込価格： 3,528円 
スケール1:48 

  

mCk 

m 

Professional/ 

ピラタスP06/AU-23A夕ーボボーター 
商品番号: 911-02651BC 
税込価格: 7,938円 
スケール1:48/レジンキット 

APACHE 
Af fSCT. I 

JkK G从 

アリイ/AH-64Aアパッチ 
商品番号: 91卜02649BU 
税込価格： 5,481円 
スケール1:35 

:i-»r ?■一 -t. 平*_■ aiiwiuib , n: i— ■ t 

ファントムK 

1-02647BA 
T340円 

パッチロングボウ 
I1-02648BU 
481円 

136 

^ ,一 ■ ■【二-^--- 

フジミ/零式小型水偵 

「第六艦隊付属偵察隊」 
商品番号: 911-02639FJ 
税込価格：1,418円 
スケーJレ1:72 

A 
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ハセガワ/ 

F-104Jスターファイター 
「戰競スペシャル」 
商品番号: 911-02521HA 
税込価格： 2,016円 

■__證_懸 
•••..う::•:‘ 渡•校:•：、ザ抑愈说on n•與雜鞠 

ドイツレベル/卜86Dセイバードッグ 

「航空自衛隊デカール」 
商品番号： 911-02645HA 
税込価格： 3,864円 
スケール1:48 

ハセガワ/AH-64Dアパッチロングボウ 
商品番号： 911-02641HA 
税込価格： 2,520円 
スケール1:48 

FARE Km れ Am t：ぐ：w. vr Si!」.I 

ハセガワ/0130H 

「JASDF航空自衛隊」 
商品番号： 911-01689HA 
税込価格： 672円 
スゲール1:200 
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アカデミー/ 

F2H-3/-4バンシー 
商品番号： 911-02658BU 
税込価格： 945円 
スケーノレ1:72 

藤..C:類 

フジミ/三菱T-2 

「第22飛行隊閉隊記念塗装機」 
商品番号： 91卜02642FJ 
税込価格： 2,646円 
スケーJレ1:48 

版,：ysaapa 
riJv. AfU⑸みf f 

mm 

:l馨i 

::■讀 
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グンゼ/Mr■カラー 

「T-4ブルーインパルスカラーセット. 
商品番号： 941-00064GZ 
税込価格： 473円 
*塗料3本セット 

タミヤ■イタレリ/ 
ロッキーKX-35 JSF 
商品番号: 911-02646BU 
税込価格： 851円 
スケール1:72 

㈣⑽ 

"^iwijpirjTr ri ；*~_'n ii^i jTijiigi^i^TUir 

_自讎 

..し」:-::.'' 

一^^.，•か ' で.が卜呼？.’•承:•薄^^^^^^: 

j 

i 

VUV l TIQT.Ti F!,\H\Y VERSSQN BUJlv ANGEl,，S.r 

ハセガワ/F11F-1タイガー 
「初期型ブルーエンジェルス」 
商品番号： 911-02394HA 
税込価格：1,344円 
スケーJレ1:72 

_ す、 

ハセガワ/ 

A-26Cインべーダー 
商品番号: 911-02395HA 
税込価格： 3,192円 
スケール1:48 

アカデミー/MH-60Gベイブホーク 
商品番号: 911-02643BU 
税込価格： 4J25円 
スケール1:35 

teittiiuLi は-:…- 

アルクラッドE •「吹き付け専用」金属質感表現用塗料 

金属色をリアルに再現、モデラー待望の塗料が誕生:メッキ状の光沢が得られる「シャイ 
ンメタリックj、金属の微妙な質感を表現できる「レギュラー」の2種類がある。 
ハンドピースでの吹付塗装で最適な濃度にあらかじめ調 

合されているため、溶剤を加える必要がない。なお、用具の 
洗浄はラッカー系塗料の溶剤で0K!常温で約30分の速 
乾性。なおかつ特殊シーリングキャップで完全密閉されてい 
るので、4〜6年間も保存可能。容最は1オンス、1/48中 ； 
型ジェット戰關機、1機分程度のボリューム。とにかく一度試 
してほしい。モデルの存在感がアップすること間違いなし！ 胃^ 

Wud^ 

品名 商品番号 税込価格 
! ALD101/アルミニウム 940墨02055ZH 1,176円 

ALD102/ジュラルミン 940-02056ZH 1 1,176円 
ALD103/ダークアルミニウム 940-02057ZH 1,176円 
ALD104/ペイルバーントメタル 940-02058ZH 1,176円 
ALD105/ポリッシュドアルミニウム「シャインメタリック」 940-02059ZH 1,176円 
ALD106/ホワイトアルミニウム 940-02061ZH 1,176円 
AしD107/クロム「シャインメタリック」 94002060ZH 1,176円 
ALD108 /ペイルゴールド 940-02062ZH 1,176円 

j ALD110/カッパー 940-02063ZH 1,176円 
ALD111/マグネシウム 940-02064ZH 1,176円 
ALD112/スチール 940-02065ZH 1,176円 
ALD113/ジェットエグゾースト 940-02066ZH 1,176円 

レベル•モノグラム/ 

A-10サンダーボルトE 
商品番号： 911-02540HA 
税込価格： 3,024円 
スケーJレ1:48 

モノグラム/ 

B-52Dスーパーフォートレス 
商品番号： 911-01302H A 
税込価格： 6,720円 
スケーJレ1:72 

■ _.i 瞬: 

騷邊:.，トフ 

タミヤ/F」 
「米空軍」 
商品苗号： 91 
税込個格：11 
スゲール1:32 

j 

•編^! 

Octopus 
グラマン 

F7F-3Nタイカーキャット 
商品番号: 911-02652BC 
税込価格： 3,024円 
スケール1:72 
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ァリイ/ 
AH_64D ア 
商品番号：w 
税込価格： 5, 
スケール1:35 
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零式小型J4W 

寒いいまこそブラモの季節！ 

ir 
寒い外に出るのは億劫。となれば家でプラモ製作するしかない 

ね！今月も、当店ォススメの名作•珍作とりまぜ' すべてを特 
別価格でご提供！限定モデルも多数含まれているので、申し 

込むのは今しかないぞ！ 
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力 口 グ 
VHS フレートンヤーこ 

ブルーインパルス派米全15W 
商品番号: 721-00034BB (DVD) 
税込偭格： 5.040円 
商品価格： 421-00067EM (VHS) 
税込価格： 5,900円 
3ブルー^史上初 
の海外遠征を完 
全密着取材！国 
内および米国で 
の事前調整、ネリ 
ス空軍基地用プ 
ログラムの訓練と 
検討、木更津飛行 
場でのT-4の船 
積み、ノースアイ 
ランド海軍基地での陸揚げとネリス空軍 
基地への移動、米国ゴールデンエアタ 
ドウーでの飛行展示にいたるプロセスを 
完全収録。約56分。 

VHS 岐阜基地航空祭2000 
商品番号： 421-00134MG 
税込価格： 5,040円 
「XF-2が飛んだ!」。全国のファンから熱 
Iゝ注目を集めた平成12年度航空自衛隊 
歧阜基地航空祭のすべてを収録。岐阜 
名物の異機種編隊飛行はもちろん、OH- 
1のデモフライトや各種の预行展示を網 
羅。そして一番の見どころが日本初のF- 
2Aによる展示飛行だ。主翼をしならせダ 
イナミックに飛ぶF-2の姿を見事に捉え 
た作品だ。飛行展示のほか地上展示機 
も登場する。約68分。 

VHS エアベース新田原 
商品番号： 721-00021BB (DVD) 
税込価格： 5,040円 
商品番号： 421-00063EM (VHS) 
税込倒格： 5.913円 
宮崎に移り住んだ 
筑波のガマ、 
301SQの姿を追 
う。迫真のフックラ 
ンデイングは見どこ 
ろCまた新田原に 
同居する飛行教導 
隊「ァグレッサー」 
もしっかり取材。当 
時は現役だった、 
第202SQとの息詰まるドッグファイトは必 
見だsファイタータウン新田原の全貌に 
迫るa約55分。 

ン•:シ的 

DVD SUPER JETシU—ズ 
「DVDスペシャルセット」 
商品番号: 711-00026PL 
税込価格：12,600円 
大好評発売中のスーパージェットシリーズ 
5作品（単品各3,500円）がお買L、得BOX 
セットとなって登場！内容は、「ブルーイ 
ンパルスザ.アクロ（商品番号:711- 
00011PL)」「F-4ファントム那霸•新田 
原•三沢基地（商品番号： 711- 
00015PL)」「F-15イーグル①千歳•小松 
基地編(商品番号:711-00012PL)」「F- 
15イーグル2新田原•築城基地編(商品 
番号:til-00013PU」「F-15イーグル1 
百里*新田原基地編（商品番号:711- 
00014PL)なんと4,900円もお得！こ 
れを機会にぜひとうぞ。約300分。 

VHS 

■ > .■ e . f I 

い41!\u.' 

Flying Into A Millennium 
商品番号： 521-00117AO 
税込価格： 4,200円 
レッドバロンからF-117ステルスに至る戰 
_機の歴史を振り返るe1900年から現 
在までに起こった紛争•戦争における航 
空機の働きを解説するとともに、迫力あ 
る映像が繰り広げられる:.その任務とは 
萬腹に機能美があふれる軍用機の美し 
い姿を空撮で捉えているほか、ボーナス 
映像として1997年にミラマー海軍基地 
で開催された「ミラマー•ナイトエアシヨー 
1997」の模様も収録。英語版。一部モノ 
クロ。約110分 

AIR RESCUE WING 
航空自衛隊航空救難団 
商品番号： 72卜00036BB (DVD) 
税込価格：5,040円 
商品番号： 42V00056EM (VHS) 
税込価格： 5,985円 
人命救助に命を懸けるプロ集団の活躍 
を追った作品。救難隊員や非救出者へ 
のインタビュー、救難隊の訓練、ヘリコプ 
ター空輸隊の訓練、災害派遣などの実録 
映像、救難教育隊における航空機整備 
や航空救難団の歴史などを収録したド 
キュメンタリータッチの作品。約51分 

VHS GOLDEN AIR TATTOO 
米空軍創設50周年エアショー 
商品番号: 721-00035BB (DVD) 
税込価格： 5,040円 
商品番号： 421-00070EM (VHS) 
税込価格： 5,900円 
1997年4月、ネバダ!N1ネリス空軍基地で 
開催された米空軍創設50周年記念エア 
ショーの一部始終を、延べ8台のカメラか 
ら捉えた作品。日本をはじめチリ、ブラジ 
ルなど勢揃いした6力国のアクロチーム 
の華麗なる演技や、アメリカ空軍が誇る 
歴代の戦闘機、輪送機、爆擊機、練習機 
のフライトディスプレイやスタティックディ 
スプレイを収録。この歴史的なイベントに 
参加した人はもちろん、参加できなかった 
人でも楽しめる作品，約95分， 

VHS 有翼騎兵隊 
商品番号： 421-0Q126NC 
税込価格： 3,990円 
現代の騎兵隊とい 
えば、空挺部隊が挙 
げられる。馬の代わ 
りに航空機を使い敵 
地に降下、物置投下 
された兵器•車両を 
駆使し敵を攻撃す 
る。米陸軍第82空 
挺師団を詳細にレ 
ボ—卜するとともに、 

装輪装甲車を紹 

介。また'もう一つの「空飛ぶ騎兵隊」と 
してベトナム戦争で登場した戰關ヘリが 
ある。その発達史と武器システムの映像 
を通し、地上機動部隊に不可欠となった 
戦闘ヘリのコクピットをあなたは体験す 
る。1999年作品、字慕スーバー。約52 
分。 

エリートチョッパーズ[2巻組】 
商品番号： 521-00020MB 
税込価格： 5,500円 
ヘリコプターは、現 
代の戦闘地帯での 
重大な必需品に 
なっている。この驚 
くべき機械が、世界 
でどのように活躍し 
ているか、見る者を 
刺激的な世界に招 
待する作品。米国 
からイスラエルへ、 
イギリスからヨルダ 
ンへ、ドイツから台 

H1L1 

4〜 

湾へ、ューティリィティおよび攻撃へリコ 
プターの系譜は、活気あるアクション満載 
だ。英語版。約200分。 

VHS 
TEST FLIGHTS BEYOND THE 
LIMITS【3巻組】 
商品番号： 521-00102GV 
税込価格： 8,000円 

NASAドライテン 
预行研究セン 
ターが進めてい 
る飛行テストを 
テーマにした全3 
巻のセットで、約 
50分に分けられ 
た内容で構成さ 
れる。初めて音 
速突破に成功し 
たべルX-1など 
の歴史的な映像 
や、前進翼のX- 

29、推力偏向装蹬を持つX-31、フライ• 
バイ•ワイヤの研究機に改造されたF-8、 
STOし研究用のF-15、極超音速用エン 
ジンのテストに用いられたSR-71など、最 
近の研究用機によるテストで、いま何を 
追求してCゝるかが語られている。映像的 
には珍しいシーンがたくさんあるが、やは 
りおもしろいのはX-31の推力偏向装麗 
を利用した飛行ぶり。映像から従来の戰 
關機とはまったく違った動きを実感でき 
る。最新の航空技術に関心を持つ人に 
はお薦めのビデオだ。約150分。 

VHS Wings of I omorrow 
21世紀の翼1 
【フプターvsスホーイ】 
商品番号： 421-00022AM 
税込価格： 3,990円 
アメリカと 
ロシアが 
誇る次世 
代戦闘機 
fF-22ラ 
プタ_」と 
「Su-37」a今まで国家機密とされてき 
た、21世紀の制空権の獲得をめざす戦 
關機の全貌がここに明らかになるeス 
チール写真では得られなかった迫力ある 
シーンが、画面狭しと展開する。ほかに 
ユーロファイター2000やX-36など、显新 
銳の航空機も多数登場するドキュメンタ 
リー。日本語字幕。約53分。 

2001年パリ•エアショー 
商品番号：416-00095WC 
税込価格： 3,990円 
ヨーaッパ2大トレードショーのひとつ 
「パリ国際航空宇宙ショー」。その全貌 
をビデオでリボート。ドイツの“新”ツェッ 
ペリン飛行船「LZ N07」、パリ初登場 
のウオーバーズ、P-51、スビットファイア、 
12年ぶりに登場した巨大輸送機An- 
225 「ムリヤ」。また、ラファール、ミラー 
ジュ、グリペン、タイフーンなと欧州系最 
新戦闘機も総登場！話題を独占したス 
ホーイSu-30Mk、エアバスA340-600の 
華麗なデモフライトに加え、ル.ダック 
010、ウーラガンなと貴重な展示機で埋 
め尽くされた博物館も収録。約56分。 

沢基地航空祭2001 VHS 
商品番号: 42卜〇0158MG 
税込価格：5,040円 
2001年9月9日、晴天のもと三沢航空祭 
が開催された。量産型では初めてとなる 
F-2Aによるデモフライト、F-16デモチー 
ムによる迫力のデモ、また、飛行再開後 
初のフルシヨーを披露したブルーインパ 
ルスの妙技も収録。また、日本最大級の 
数となる地上展示機も見られ、事実上 
2001年最後となった空自航空祭のすべ 
てを、とことん楽しめる作品。約75分。 

、■暑^■ ■ ■ ■Ug ta—visual, J 

k 

Superplanes【4卷組】 
商品番号: 52卜00114LG 
税込価格： 8,400円 

現代の主要 
な戦闘機を 
それぞれ約 
30分で紹介 
する4卷セッ 
卜。F-4、F- 
15、F甲117、 
ハリァー'F- 
14、F-16、 
トーネ_卜、F/ 
A-18の8機 
種が収録さ 
れている。そ 
れぞれの戰 
闘機につい 

VHS 

an Iパ..ぺ 
to 

•f. ' てはすでに 
単発もののビデオがかなり出ているが 
(F-4のビデオはいったい何本ぐらいある 
のだろうか？）、これはセットになっている 
のでお買い得感が強い。内容的には誕 
生の経緯、特徴、戰歴とし、ったところを力 
パーしており、実戦あるいは空戦訓練に 
おける映像をかなり盛り込んでいるのが 
特色といえる。空戦訓練のシーンではF- 
4の凄くきれいなものがある。卜ーネード 
のところでは、地形に沿って飛ぶ超低空 
飛行シーンが迫力十分だが、年配のファ 
ンなら開発経緯の前置きに登場する 
TSR.2の飛行シーンにしびれることだろ 
う^英語版。約240分。 

VHS 

平成13年度陸上自衛隊 
富士総合火力演習 
商品番号： 416-00094WC 
税込価格: 3,990円 

実弾を使用する 
訓練を一般に公 
開する「総火 
演」dO式ヮ4式 
戦車が砂塵を跳 
ね上げ、AH-1Sが 
機関砲を擊ちまく 
る。そのほか 
155mm自走楷弾 
砲など、おなじみ 
の装備を初めとし 
て、今回初の一般 
公開となった9 6式多目的誘導弾 
(MPMS)の発射や施設作業車の作業 
なども収録。陸自ファンならせひとも押さ 
えておきたい作品だ。約56分。 

2001年オシュコシュ•エアショー 

【2卷組】 PJTTS 
商品番号： 416-00096WC 
税込価格： 6,090円 
自家用、古典 
機、軍用機な 
ど、総数1万機 
がウイットマン空 
碧に大集合！ 
クレック■ポー、 
ショーン*タッ 
カーの華麗なア 
クロバット！ 迫 
力満点のコルセ 
ア、シーフュー 
リ、ムスタングらのエアレース。ピッカー 
ズゼミー、ターボDC-3の優雅な飛行は 
必見だ。ベアキャット、スピットファイア、 
B-17なとウォーバースが総出演。また、 
あの“隼”の勇姿も登場！贵重な展示 
機の数々、EAA博物館やスリルtゝっぱい 
テレサ.ストークスの空中散歩も収録。約 
112分(2卷組）。 

寒い世の中、nタツにあたつてビデオに読書— 
I •►のりもの倶楽 rl»#から厳選した： 

『」の一面を垣間 
■巍^ゅっくりコタ？ 

ォススメのスタVル3いかが？ 

部にどんどん入荷しているミリタリ—ビデオの中 
から厳選した作品を紹介しよぅ。どの作品も知られざる軍事組織 

見ることのできるディープなものばかり。この冬" 
コタツにあたりながら鑑賞するのは最高の贅沢だぞ！ 
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世界の戦闘機シリーズ 

1 

世界の戦闘機 

世界の戦闘機N0.1 
rスピットファイア」 
商品番号：133-03352CO 
税込価格： 998円 
デルブラH 
3レクシヨ 
ンに戦闘 
機シリーズ 
が登場。精 
巧なダイ 
キヤストモ 
デルにス 
ベックカー 
ド、ファイル 
カードがワ 
ンセット。モ 

*龙« 

,- .み： 

Qダ外ザ 

ま へ 
考黑レヴ 

つ厂¥ゾレfナ 

店でも取り扱っているモデルパワー社の 
品が入っており、クオリティの高さでは折 
り紙付き。スペックカードは専周バイン 
ダーにまとめて永久保存版の世界の戦 
闘機データファイルに、ファイルカードに 
も毎号貴重な写真とデータが収録され、 
すべて集めれば、20世紀の戰閼機事典 
になるぞ。外装サイズ:25.5 XI9 X 
6cm- 

s，.ボ.し.峰 —ル*〆 
世界の戦闘機 

r 

世界の戦闘機N0.2 
「零式戦闘機J 
商品番号：111-01506CO 
税込価格：1675円 
第2号は屯説の名機「零式戦闘機」。日 
本が生んだ大空の覇者「零戦」は、他を 
圧倒する航続距離で、日本の快進轚の 
重要な鍵となった。外装サイズ:25,5 X 
19X6anio 

奇想天外ヒコーキ映画 
商品番号：111-01511C〇 
税込価格：1733円 
映画を観てい 
て、ずっと感じ 
ていた「リァ 
リー?」という疑 
問^航空機が 
主演の正統派 
ヒコーキ映画は 
もちろん、「何 
でこんなヒコー 
キの使い方を 
するの？」と 
いった映画ま 
で、映画に登場するヒコーキたちをディー 
プに解説。映画と現実の間における航空 
機の「ありかた」を徹底解読する1冊。本 
書に登場する映画は「ライトスタッフ」 
「エアフオ-ス•ワン」「コン■エアー」fス 
ペースカウボーイ」「紅の豚」「ェグゼク 
ティブ*ディシジョン」なと23本。航空機 
ファンの皆様、そして映画ファンの皆様、 
必読ですぞ！ B6判、294ページ。 
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ドイツ夜間防空戦 
商品番号:11卜01509CO 
税込価格：700円 
著者のヴィルヘルム•ヨーヘンは1921 
年、ドイツ生まれ。三つの航空団で戦い、 
弱冠23歳で飛行隊長にまで昇進した若 
き繫墜王。大戦末期の連合軍4発重爆 
群に挑むBfl10夜戦の戦いの様子を詳 
細に綴った空戦記。ヨーネンの戰記の特 
色は何といっても生き生きとした会話の 
描き方だろう。出繫前の打ち合わせから 
始まって、帰還までが事細かに、リアルに 
描かれている。文庫判、276ページ。 
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ドイツ軍の兵器比較研究 
商品番号：117-00116CO 
税込価格： 720円 
高度な技術を駆使した兵器群で瞬く間に 
ヨーロッパを席巻したドイツ軍。ジェット戰 
闘爆繫機、戰略ミサイルなどのハイテク 
兵器を他国に先駆けて実用化Uテクノ 
ロジーで米ソの屈伏を画策した第三帝国 
はなぜ敗れたのか。連合軍を震撼させた 
華やかな武器の背後に潜む問題点を、 
銳く解説する第二次大戦史。文庫判、 
265ぺージ。 

日本陸軍献納機愛国号 
商品番号：131-00670CO 
税込価格： 2800円 
昭和6年満州事変が勃発し、陸軍航空部 
隊には軍用機増強の為の多くの献金が 
国民から寄せられた。それを元に購入され 
たのがユンカースK-37(愛国1号）、ドル 
ニエ•メルクール（愛国2号）だった。本書 
では献納式、お披露目の飛行など当時の 
贾重な写真で、愛国号の歴史を辿るcま 
た、愛国号の塗装とカラーマーキングや 
精密図面集も収録。A4判、116ペー驚 

第二次大戦の 
ドイツ夜間戦闘機 
商品番号:111-01512CO 
税込価格：1890円 
第二次世界大 
戰において、押 
し寄せる連合軍 
爆撃機を、レー 
ザー迎撃システ 
ムを駆使して迎 
え擊ったド'イツ 
夜間戦關機。そ 
の連夜の戦い 
はドイツの終焉 
まで続けられた。本害では夜間戦闘機戰 
力の作戦•戦闘技術の用法、多くの優れ 
たクルーの戦績をまとめあげ、元夜戰 
エースたちの証言を交えながら紹介して 
いる。また、夜間戦闘機のカラー塗装図、 
パイロッI、の軍装をカラーイラスト、ドイツ 
夜間戦闘機隊の高位ェクスペルテンを 
収録。日本語版3 B5判、95ページ。 

V号中戦車1936-1945 
商品番号：117-0011500 
税込価格：1365円 
世界の有名戰 
車をイラストと解iv号中戰單 
説、写真で紹介1936-1945 

するシリーズ。 
V号戦車は、ド 
イツ陸軍の主力 
戦車のIII号戰 
車に対する;支援 
戦車として大戦 
間に開発され、 
ポーランド戦か 
らフランス戦まで、機甲兵力の一翼を担 
い、電擊戦を成功に導いた。本書ではド 
イツ陸軍戦車を代表する「軍馬」だった 
号中戦車の開発と派生型、構造、編成 

と戰術、そして戦歴までをまとめあげてい 
る。日本語版。スケールモデラーの資料 
としても最適。B5判、49ベージ。 

IV号中*!車 | 
1936-1945 I 
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世界の戦闘機N0,3 
「F-117ステルス」 
商品番号：111-01508CO 
税込価格：1675円 
第3号は湾岸戦争でその威力を発揮し 
た、見えない戦闘機「ロッキードF- 
117jo通称「ステルス」戦闘機。少数機 
による編成だが、F-117A部隊によって、 
アメリカ空軍は攻擊目標の生面線を破 
壊する無敵の能力を手に入れた&外装 
サイズ:25.5 XI9X6cm。 
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世界の戦闘機N0.5 
「F/A_18ホ-ネット」 
商品番号：13140668CO 
税込価格：1675円 
第5号は全天候型、多目的戦闘機として 
先例のなL、能力を持つ万能機「F/A-18 
ホーネット」。今号にはスペック、ファイル 
カードを保存するための專用バインダー 
が付録。外装サイズ:27 X 24X7cm, 

世界の戦闘機N0.6 
「ミラージュ1」 
商品番号：111,01513CO 
税込価格：1675円 
第6巻は「ミラージュ1」。優れた上昇能力と高高度 
飛行能力で、 
年間現役であり 
続けるという大き 
な成功を収めた 
長寿の多目的戦 
闘機だ。付属の 
モデjレは「ミラー 
ジュ1C」。外装 
サイズ:25*5X 
19X6cm0 

_ 
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世界の戦闘機N0.4 
「ユンカースJu87」 
商品番号：111-01510CO 
税込価格：1675円 
第4号は第二次世界大戦で、その降下 
音で一般市民を恐怖に陥れた「スツー 
力」。ドイツ軍の北欧での電撃作戦の要 
となったが、1940年の英本土 f乍戰でイ 
ギリス戦闘機によって壊滅的な損失を 
受け、無敵伝説が打ち砕かれた。外装サ 
イズ:25,5X19X6cmc 

世界の戦闘機N0.7 
「ハリケ^ーンMk. E」 
商品番号：111-01514CO 
税込価格：1675円 
第7巻は「ハリケーン」。機関 
銃2基装着の複葉機の時代 
にとって代わる、機銃8基装 
着で単葉翼戦闘機の新しい 
世代を切り開いた注目の機 
体となった。外装サイズ:25,5 
X19X6crrio 

藝和書 
今月は 
「戦闘機に強く 
なる本」特集！ 

—秦.一-ド-山濤袁'. .... 

最強戦闘機伝説！ 
商品番号:111-0141 ICO 
税込価格：1680円 
人は戦うために飛行機を作ったわけでは 
ないが、戦争では思いのほか使うことが 
できた。戰關機の誕生に始まり、第一次 
世界大戦、プロペラ戦闘機の限界、 
ジェット機戦闘機の登場、超音速の時代、 
テクノロジーと金の狭間という流れで、戰 
_機の歴史をわかりやすく解説。戦闘機 
の進化発展の歴史がよくわかる1冊c著 
者は航空分野を中心に活躍中のカメラ 
マンで、著書も多い人物。B6半1304 
ページ。 

軍用機マニアの基礎知識 
商品番号：15100288IK 
税込価格：1631円 
軍用機をワイドに楽しむファンは、5万人 
を越えており定着した熱狂的なファンが 
多い。欧米では昔からメジャーなホビーの 
ひとつに数えられるほどになっている，で 
は、どうすれば軍用機マニアの仲間入り 
ができるだろうか3何も知識のない人で 
も、この本を読めばひととおりの「つぼ」 
を知ることができる^軍用機の種類とメー 
力一、軍用機の運用者とシリアルナン 
バーの読解法、軍用機の性能と任務、 
ウォッチングのポイントと写真の撮り方、 
七つ道具、そしてマナー、基地祭の楽しみ 
方、情報収集法、航空雑誌の読み方な 
ど、ぎっしりとノウハウが詰まっているc B6 
判、251ページ。 

戦闘機がよくわかる本 
商品番号：151-00279IK 
税込価格：1680円 
軍用機の中 
でも、もっと 
去ファンを魅 
了するのが 
戦闘機。その 
戰_機につ 
いていろいろ 
な知識を養う 
ための1冊。 
航空自衛隊 
の戦闘機と 
スクランプ 
ル、航空自衛隊が使っている戦闘機とミッ 
ションがよくわかるQまた現代における世 
界の戦闘機の最新動向や、ドッグファイト 
(空中戦)の戦い方、戦闘機を使ったあら 
ゆるミッションも詳しく解説。戦闘機に 
もっと詳しくなるために、メーカーや開発、 
運用のしくみや世界の戦闘機•攻擊機力 
タログ全55機種の現用機のスペックや 
所属軍まで網羅。B6判、275ページ:， 

138 
左のマークはイカロス出版発行の本ですので、1冊だけお求めの場合は、送料が割安な弊社直販でお求め下さい。お求め方法の詳細は本誌の【イカ 
ロス出版の図書■刊行物ご案内】のぺージをご!TFさいD他の書籍やグッズと一緒にお求めの場合は、「のりもの倶楽部iまでお申し込み下さいc 

のりもの倶楽部の 
本棚から 
毎回、新刊、定番、取り混ぜてご紹介します。 

あなたの知らない本、欲しかった本、 
読んでみたい本がみつかるかも… 
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DOUGLAS 0124 
GLOBEMASTER I 
商品番号: 22卜00025 
税込傷格： 5,723円 
レシプロ時代のアメリカ空軍輸送航空部 
隊の主力として活躍した、巨人輸送機ダ 
グラス¢>124グローブマスターのすべて 
を、その開発からリタイアまで、贲重な素 
晴らしい写真多数を織り交ぜながら、そ 
の魅力を技術面、運用面から解説する写 
真集。ファン必携の1冊。ソフトカバー、 
154ぺージ: 21.5 X 28cm。 

FLYING THE HUMP 
IN ORIGINAL WORLD WAR 2 
COLOR 
商品番号： 21卜00730 
税込偭语： 5,723円 
第2次世界大戦初期、アメリカは孤立し 
た中国を支援するため、ビルマからの航 
空補給作戦を展開した。これは補給作戰 
で活躍したカーチスC-46輸送機の、当 
時のカラー写真を多用して紹介する貴重 

な作戦記録集：ハードカバー、168ペー 
ジ。25,3 X26,3cm。 
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ENCYCLOPEDIA 
OF MODERN US, MILITARY 
WEAPONS 
商品番号： 218-00199 
税込価格： 3,812円 
現代のアメリカ陸、海、空軍、海兵隊、沿 
岸警備隊が使用してし、る航空機、軍艦、 
戦車、ミサイル、爆弾、火砲、機雷、地雷な 
ど全ての兵器を分かりやすく解説した百 
科辞與：最新兵器ばかりでなく、ポピユ 
ラーで旧式なダグラスC-47輸送機のよ 
うなものも余さず網羅しているのが便 
利。ソフトカバー、496ページ。15.2 X 
22.9 cm a 
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FAST JET FIGHTERS 
1948-1978 
商品番号： 211-01221 
税込価格： 4,767円 
ブードウー、ライトニンク、スターファイ 
ター、サンダーチーフなどなど、第2次世 
界大戰後に登場した超音速ジェット戦闘 
機の数々を、カラー写真やイラスト、適切 
な解説で紹介したジェット戦闘機ファン向 
けのガイドブック。航空史研究家、モデ 
ラー、愛好家に魅力の写真満載。ソフト 
カバー、112ページ、カラー写真136点。 
21 X27cm0 

immic AIRCRAFT 

ULTIMATE AIRCRAFT 
商品番号： 211-01216 
税込ffi格：も767円 
ライト兄弟の航空機からF-117ステルス 
ファイターまで、航空機の発達をそれぞれ 
の時代を代表する機体を紹介しながら解 
説する、ビジュアル主体の楽しい1冊。巻 
末には、航空機の開発と飛行機の発達 
に貢献したパイオニアたちのリストと簡単 
な解説がまとめられており、用語の解説 
も載っている。写真、イラスト、ポスターな 
とも満載0ハードカバーが176ページ。 
23,7 X 28,7cm 〇 

LOCKHEED 
STEALTH 

LOCKHEED STEALTH 
商品番号: 211-01333 
税込価格： 5,723円 
湾岸戦争で見せたF-117ステルス戰闞 
機の活躍は、航空機による攻擊の質を 
大きく変化させた。ロッキード•マーチン 
社が誇るTスカンクワークス」が世に出 
す機体は、現在では単に性能のみなら 
ず、レーダーに捉えられにくいステルス機 
が主流となっており、最近でも次世代戦 
鬪機F-22ラブター、次世代共通攻撃戰 
_機（ジョイント•ストライク.ファイター 
JSF)がその代表といえる。ロッキード• 
ステルス機のすべてを、鮮やかなカラー 
写真満載で紹介する1冊3ハードカ 
バー、168ページ。26 X 26cm。 
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間店3周年 
記念セール開催中 

のりちの倶楽部では2001年12月15日〜 
2002年1月15日まで、洋書の20%OFF 

セールを開催中(新刊、セール品を除く全品)。 
通販ち代弓Iきにて、除外品以外を期間中は定価 
の20%0FFで承0ます。在庫限りとなるので、 
お申込みはお早めに！ 
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flGHURS AND BOMBERS OF 

UNITED STATES ARMY AIR 
FORCES AIRPLANES 
商品番号: 211-01260 
税込価格：1,712円 
アメリカ陸軍航空隊が、第2次大戰中に 
味方航空機の識別用サンプルとして発 
行した、航空機シルエットり\ンドブックの 
復刻版。同航空隊が使用した航空機のう 
ち代表的な48機種以上を、四面図と斜 
め前方からの図を組み合わせて特徴を 
示し、誰にも容易に識別できるようになっ 
ているのはさすがだ。コレクター向けの1 
冊。ソフトカバー、52ページD 21.6 X 
28cm0 

A!R COMMAND 
商品番号: 211-00006 
税込価格： 6,678円 

2次大戦時 ^COMMAND! 
に撮影した、严，.〜:へ一歷歷1歷 
貴重な力 
ラー写真を 
大置に収蔵 
した貴重な 
1冊。練習 
機、戦闘機、 
爆撃機、輸送機、そしてグランドクルーの 
活き活きした生活感等々、昨日の出来事 
と錯覚させる様な仕上がりである。その 
鮮明さは現存機を再撮影したものとは全 
く異なる、説得力あふれるものとなってい 
る。ハードカバー、カラー写真257点、 
176ぺージ。26 X 26cm p 

U.S_ ARMY AVIATION 
COLOR SCHEMES & 
MARKINGS 
1942 to the PRESENT 
商品番号: 211-01144 
税込価格: 8,925 R 
地味な存在なMffiHnP 

力陸軍が第2 

US-ARMyAVlATON 
CoIot Schemes & Mayings 

1942 to the Piesefir 

次世界大戦 
以来、今日ま 
で運用してき 
た連絡機や 
偵察機、練習 
機、彳き殊任務 
機などを網 
羅。形式、力 ^ 
ラ-マ-キングは実にさまざまで、なかな 

か資料も少ないが、その中にあってこの 
本は®重な写真を多数ちりばめながら、 
実際のカラースキームやマーキングなど 
を系統的に解説している。モデラーに 
とっても研究者にとっても有難い参考 
書。ハードカバー、206ページ。22.3 X 
28.7cm g 

STRAIGHT UP 
A HISTORY of VERTICAL FLIGHT 
商品番号： 211-01328 
税込価格： 5,723円 

航空機を垂直に離着陸させる 
ためのアイデアを具現化しよう 

な と、世界中で発明家や研究者、 
軍、航空機メーカーや研究機 
関など、これまでどれほど多くの 
人とお金が費やされたことだろ 
う。ヘリコプターのVTOL能力 
と飛行樺の快速性能をドッキン 
グさせたい願望は、今も昔も変 
わりがない。その歴史を、多く 
の貴重な写真やイラストから解 

㈣:rnma説するvtol開発史のエンサ 
イクロべディア。ソフトカバー、 
184ぺージ。21.6 X 28cm □ 
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WARBIRDTECH SERIES 
VOL.31 
BOEING F/A-18 HORNET 
商品番号: 211-01310 
税込価格： 3,245円 
軍用機に関する技術マニュアル、オー 
バーホール•ハンドブック、フライトクルー 
の意見などを抜粋した、航空機ファン、 モ 
デラー、歴史家向けシリーズの各1冊。ソ 
フトカバー、104ぺージ、カラー*モノクロ 
写真125点。21.3X27.6cm。 

WARBIRDTECH SERIES 
VOL.32 
GRIFFON-POWERED 
SPITFIRES 
商品番号： 211-01311 
税込価格： 3,245円 
軍用機に関する技術マニュアル、オー 
バーホール•ハンドブック、フライトクルー 
の意見などを抜粋した、航空機ファン、モ 
デラー、歴史家向けシリーズの各彳冊。ソ 
フトカバー、104ページ、カラー*モノクロ 
写真125点。21,3 X 27.6cm。 

MIKOYAN-GUREVICH 
MIG-15 
THE SOVIET UNIONS 
LONG-LIVED KOREAN WAR 
FIGHTER 
商品番号: 211-01295 
税込価格： 5,723円 
朝鮮戦争で出現したソ連のミグ15は、そ 
の恐るべき高性能を発揮し、それまで向か 
うところ敵なしと活躍していた連合軍の戰 
闘機や爆撃機部隊を震撼させた。この戦 
SS機の誕生から実用化、テスト、S産、改 
造、発達、実戦模様にいたるまでの詳細 
な記録を、これまで公表されたことのない 
珍しくも貴重な、おびただU、数の写真を 
まじえながら解説したMiG-15に関する資 
料の決定版。バリエーションや改造型、ソ 
連と東欧諸国、その他友好国向けに輸出 
され、あるいはライセンス生産されたモデ 
ルを含めて、その詳細が、シリアルや多数 
の三面図を用いて紹介されている。ソフト 
カバー、158ぺージ。21.6X286crnQ 

今月は戦闘機や 
大型輸送機な 
と、貴重な本を 
大特集。ビッグ• 
セールも開催中 
で、気になる1冊 
は見つかるか 
な？ 
ACC BOMBER TRIAD 
The B-52s, B-1 s, and B-2s of 
AIR COMBAT COMMAND 
商品番号： 21V01100 
税込価格：11,456円 
米空軍は世界 
で唯一、地球 
上のいかなる 
場所へも大型 
戦略爆撃機を 
送りこめる体制 
と能力を備え 
ている。ソ連の 
崩壊で、直接 
対決を想定す 
るような当面の 
相手はなくなったが、ベテランのB-52、 
新鋭のB-1、そしてステルス爆撃機のB- 
2の3羽ガラスは驚異的な破壊力を持つ 
ているc米戦略空軍の組織変更により、 
ACC (航空戰闘軍団）の所属になったこ 
れら爆撃機の全貌を、迫力ある写真とイ 
ラスト、詳細な解説で紹介する。ハードカ 
バー、300ベージ。22.2 X 28.6cm。 

LOCKHEED 
SECRET PROJECTS 
INSIDE THE SKUNK WORKS 
商品番号： 211-01317 
税込価格： 3,812円 
ロッキードが誇る秘密プロジェクトチーム 
rスカンクワークス」。彼らが手がけた、 
数々の挑戦的な計画について解説した 
興味が尽きない貴重な1冊。F-22ラブ 
夕一やF-117はもちろん、ケリー’ジョンソ 
ンが心血注いだYF-90やF-104、さらに 
は常識はずれの高性能を実現させたU- 
2やSR-71、数々の実験機や試験機が 
写真とともに詳細に解説されている。ソ 
フトカバ™、カラー写真100点、モノクロ 
20点' 126ページ。23 X 21 cm。 

WALK AROUND No-28 
F-15 EAGLE 
商品番号： 211-01323 
税込価彳客:3,045円 
ウオークアラウンドは1機種を徹底的に 
ビジュアルリサーチするという、モデラー 

に好評なシリーズ。今回はF-15イーグル 
を取り上げ、機体外観全体はもちろん、 
動翼' 降着装置、コクピット、武装に至る 
まで、外からみえる範囲の所は、全て写真 
またはイラストで示している。ソフトカ 
バー、モノクロ写H約200点、カラー写 
真40点、80ページ。28X21cm。 
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航空_衛隊 
パイロット•ネームタグ 
商品番号： 861-00391SB 
税込価格：1,500円 
航空自衛隊のパイロットがフライト 
スーツやフライトジャケットにイ寸けてい 

るのと同じ規格で作られた布製の 
ネームタグ。好きな文字が$1〗繡できる 
のでキミだけのオリジナルとなる。刺 
_できるのはアルファベットの大文字 
で12字まで。小文字や数字は不可c 
特別にオーダーするアイテムなので 
納期には3力月以上かかる場合もあり 
ます。あらかじめご了承のうえ、お申し 
込み下さい。 

ヘルメットバッグ 
商品番号: 866-00171YO 
税込価格： 6,615円 
アメリカ軍が採用している航空へルメット 
用バッグ□内部はキルテイングとなってい 
るので、大切なヘルメットを保護してくれ 
る。内側にはポケット2力所、外側にも大 
きなフラップ付ポケットがある。素材はナ 
イロン製で、色はグリーンのみ。 

お申込み方法の詳細は、とじ込# 
の注文用紙の裏をご覧下さい。 

Cクレジットカードが使えます！） 
DC、JCB、VISA、MASTER のカード 

が使えます。詳細は、とじ込みの注文用 
紙の裏を御覧下さい。 

C 代引注文ができます！ 1 
宅急イ更コレクトサービス（代引配送）を 

ご利用いただけます。FAXで申し込んで 
しげこだき、商品到着時に現金でお支払い 
下さい。宅急便コレクトサービスの配送 
料は1回1000円ですa 

(北海道•沖縄は1200円) 

C送料は一律800円です ） 
これまで、商品ごとに送料があり、合計 

の金額がいくら超えても最高2000円と 
し^うシステムでしたが、此海道•沖縄を除 
く全国どこからお申込みいただいても一 
律800円です。（北海道、沖縄は1000円） 
ただし、一度にたくさん注文された場合 

で、そのうちのいくつかの商品の在庫が 
なくなった場合は、一度にお送りできない 
ので、後日、2回目の発送を致します。でき 
るだけそのようなことがないように細心の 
注意をはらっておりますが、それでもメー 
力一 の都合などにより注文した商品をお 
送りできないことがあるかもしれませんe 

その場合は、恐縮ですが、返金させてい 
ただきますので御了承下さい:. 

㉞書の送料は彳冊につき400円fiT) 
和書に限り（洋書は除く）、1冊注文さ 

れた場合は送料は400円となります。2冊 
以上ご注文された場合は、800円となり、 
それ以上も他の商品と同様800円となり 
ますのでご注意下さい。 

★ ★★インターネットで 
オンライン注文(代引き限定) 
が出来るようになりました！ 
詳しくは、のりもの倶楽部WebShop 
http://www.ikaros.co.jp/sliop/ 

.をご覧下さい。 

A.IKAROS 

人気過熱! 
ミリタリー携帯ストラップ特集 

発売開始から大好評のミリタリー携帯ストラップ。マスコット 
付きや流行のネックピースまでお好きなタイプを選んで使 

航空自衛隊レザータグ 
携帯ストラップ 
空目の歴代航空機のイラストやス 
ペックが描かれたレザータグの付い 
たストラップ。オモチヤっぽいマス 
コットとは異なり、重厚な雰囲気あ 
ふれるアイテムだ。携帯電話はもち 
ろん、エアバンなどのストラップとし 
ても使えそう。タグサイズ:33 X 
64mm/全長:190mm (ストラップ 
含む) 
税込価格：各893円 _ 

人気の携帯ストラップに航空自衛隊の人気機種のミニチュアがつい 
たマニア必携のアイテム。ストラップ部分もセイフテイフラッグを模し 
ており、雰囲気もバツグン。ファンの間では大ブレイクしているストラッ 
プです。 身 

ストラップ/F-86F 
商品番号: 861-01090PW 

携帯ストラップ/C-1 
商品番号： 861-00218DJ 
税込価格： 735円 

携帯ストラツフ/F-2 
商品番号： 861-00216DJ 
税込価格： 735円 

ストラツプ/T-4 
商品番号： 861-01091PW 携帯ストラップ/F-15J 

商品番号： 861-00297DJ 
税込価格： 735円 

ストラップ/卜104J 
商品番号： 861-01088PW 

携帯ストラップ 
T-4ブルーインバルス 
商品番号: 861-00298DJ 
税込価格： 735円 

// 

ストラップ/F-4EJ改 
商品番号： 861,01103PW 

ストラップ/T-2 、 
商品番号： 861,01092PW 携帯ストラップ/RF-4EJ 

商品番号： 861-00217DJ 
税込価格： 735円 

ストラップ/F-15J 
商品番号: 861-01085 PW 

新世代感覚の携帯用ストラップ。オシャレなキミにピッタリの 
アイテムだぞ！ 
ワイヤーストラップ*サイズ:全長約130mrruワンポイント.全長約25mm/レザーストラッ 
プ■サイズ:全長約145mm vワンポイント全長約25mm 

ストラップ/F-86D 
商品番号: 861-01089PW 

<ワイヤーストラップ> 
F-15J航空自衛隊 
商品番号： 861-01165DJ 
税込価格： 735円 

<ワイヤ_ストラツフ。> 

ブルーインパルス3世代 
商品番号: 861-01159 DJ 
税込価格： 735円 

くワイヤーストラップ> 
ブルーインパルスT-4 
商品番号: 861-01158DJ 
税込価格： 735円 

<ワイヤーストラツ：/> 

ブルーインパルスT-4(平面型) 
商品番号： 861-011570J 
税込価格： 735円 

SHOEI航空へ/レメツトFHG-5 
商品番号： 861-00148SE 
税込価格:189,000円 
ファン待望のショウエイ製航空へルメット。このFHG-5は主に轚察や消防、海上保 
安庁で使用されているタイプ。色はホワイトで別売のオプション部品を取り付けるこ 
とにより、海上自衛隊で使われているFHG—3型とそっくりになる。価格は本体価格 
でレシーバーは装備されていなし、このへルメットは航空樺専用なので、才一トバイ 
などには使用することはできません。ヘルメットサイズには大（頭囲59〜61cm)、中 
(頭囲57〜58cm)、小（頭囲56〜54cm)があるので頭部にあったサイズが選べ 
るaお買い上けの方にはヘルメットバッグをもれなくプレゼント。なお、完全受注生産 
のため、通常納期には3〜4か月程度必要となりますが、現在、当店が前もって注文 
した商品がございますので、すぐにお届けすることができます。 <レザーストラップ> 

ブルーインパルスエンブレム 
商品番号： 861-011SOD J 
税込価格： 840円 

<レザーストラップ> 
F-15J航空自衛隊 
商品番号： 861-01154DJ 
税込価格：840円 

オチヤメなパイロットのマスコットのついた携帯ストラップ。ブルーインパルス 
のパイロットタイプで直結タイプと吊り下げタイプの2種類があり、ストラップ 
の色もグリーンとブルーがあるので好きな方を選ぼう。でも誰がモデルかな 
んて詮索はしないこと!マスコットのサイズ:約3cm。 

ブルーインパルスファンなら絶対欲 
しいT-4のミニチュア付き携帯スト 
ラップ。紐の色にピンクとブルーの 
2種類があるので、好きな方を選ぼ 
う！マスコットのサイズ:約3cm。 

ストラップ/T_4ブルー 
商品番号： 861-00787KJ (ピン 
ク紐）、 861,00786(フJレー 
紐) 
税込価格：各525円 

ストラップ/パイロット 
(吊り下げ式） 

m\Mfa 口 -TTj. C3 * 

商CID番5 t 

861-00783KJ (クリーン紐）、 
861-00782KJ (ブルー紐） 
税込価格:各473円 

ストラツづハ《イロツト(直結式) 
商品番号： 
861-00785KJ (グリーン紐）、 
861-00784KJ (ブルー紐） 
税込価格：各473円 

くレザーストラップ> 

ブルーインパルスT-4(平面型) 
商品番号： 861-01149DJ 
税込価格： 840円 

<レザーストラップ> 

ブルーインパルス3世代 
商品番号： 861-01147DJ 
税込価格： 840円 

30 
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m 
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艦艇をおもしろくする海のバラエティー•マガジン 
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全年と初目米 
貌40と登さ軍 
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特別番外編 

DETAIL UP 
SERIES w 

艦艇写真の基礎知識 

艦艇撮る見る學ぶ 
護衛艦【やまぐも】【みねぐも】型 

NATOの 

_議11 _15溫党411練機雷戦スク-ルレポ■卜 
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tz im日露共同捜索•救難訓練 
pi^i 
艦かのッ向 
隊6写プが 
の今真ス注 

護衛艦隊の40年/護衛艦隊司令官に聞く/護衛艦隊が使ってき 
た艦/イージス艦は普通の護衛艦と何が違うか/護衛艦の名前/ 
護衛艦の仕事と職種/これからの護衛艦はどうなるのかほか 

護衛艦カタログ護衛艦の武器カタログ 

他、毎号好評の「キティ」 
の近況、歴史に残るビッ 
グな海戦、読者投稿ペー 
ジ「海フィーバー！」、艦船 
模型工房、船のイベント 
全開情報など、連載企画 
もますます充実。 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文いただくか直接弊社まて現金書留か郵便振替にて送料を添えた代金を 
お送り下さい。送料は冊数に関係な<1回のご注文につき300円です。 

ネ^-通販 http://wwwjkaros.jp/ 郵振00100ill62696 

亍162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂ドビル TEL:03-3267*2766 イカ〇ス出版販売部 



当講座の最大の特色は何と、、っマもそのバツグンの合格実績にぁリます。肮大. 管制科最終a格者 
航空管制官という航空のプロフェッショナルの多くが当講座の卒業生て'す。 30名中22名合格 
そんなイカロスの合格講座マ；あなたも夢の実現に向けマチャレンジしマみませんか。 “ 

■航大合格講麕 

食:^ス(1月〜7月) 

く随時受付中> 無料ガイダンス•講座説明会 

mm 

航大受験の最大の難関は、何といっても一次での筆記試験。この一次での結果は最後ま 
で合否に影響を及ぼすことがあるからです。当講座では、過去16年問の過去問を徹底的 
に分析し作成したオリジナル教材を用い、航大合格者の3分の1を輩出する実績ある指導 
で、万全の受験態勢をととのえます。 

1月隼m3月生 
船 

(必ず事前にお電話でご予約の上、お越し下さい。) 

■管制官合格講座 
数無::H 

屬_ ス(3月〜7月) 

航大以上に一次の筆記試験が重視されているのが赞制官の試験。しかも「記憶図• 

空間」という独自の適性試験も加わります。最終合格者の70%が当講座の卒業生と 
いう実績が示す通り、合格へのノウハウがつまった当講座で夢を実現してください。 

麵_記試験 

試験直前模擬テストコース 

k 2002年 
3月開校 

第1回r管制官合格講座」 
無料体滕入学•受験ガイダンス 
日時：2002年1月27日（日） 

10:00〜13:00 (予定) 
定員になり次第締め切らせていただきます。あらかじめ電話にてお問い合わせの上、お申し込み下さし 

MMMHBHHIHIillHIHBHimHIlHHHIBIIHBIIHIIIlIHRHBMRRRtVRHRVRMMIH . .；,：；■..ン•冗ンマ—辟::ぶ■: ~-r-r^^~.r-v.-^- ユk ■, 1■や-つ.「イ1 

■”:於々ニーノ-:-.'■:: _- -: . _ _ •: ― ~： 

「月干IJエアライン」と「パイロット.管制官人 

試問題集」で定評あるイカロス出版が作 
った筆記テスト。各校の最新出題傾向を 
的確につかんでの出題は実力診断に最 
適です。筆記試験対策は、実践形式で 
訓練するのが何より効果的。また1回ごと 
の順位表と、採点者の手書きによるア1 

イスも好評です。 

•航大コース •管制官コース 
1 

籲航空保安大学校 
管制科コース情報科コース電子科コース 

2002年度版 
ス你 r航大•管制官合格講座」案内書 

•雀， 1天 M 

航大、管制官の仕事内容から最新の受験状況、合格講座詳細、合格の 
秘訣がぎっしりつまった各試験の合格体験記など受験に関する最新の情 
報が満載。まずは下記までお問い合わせください。 

お問い合わせおよび資料請求先 

〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 

イカロス•アカデミー航大•管制官合格講座 
TEL 03-3267-8839 FAX 03-3267-2738 

E-mailアドレス 
jukenkouza 剧 karos.co-jp 

# 
M 

一.^^ 

痛 12175 
お送りしますj 

ギ雜'益 
ぐ：.；..： 

嘯 



イカロスの 
第2回受講生のみなさんも全員合格！ 

本年度から航大入学予定者は学科課程での 

資格取得ができなくなり、自力で国家資格を 

取得しなければならなくなりました。また一 

般の事業用パイロット希望者や無線技術のス 

テップアップを目指す人たちも皆、この資格 

を取得するには、合格率3割弱という難関試験 

を突破するしか道はありませんでした。そこ 

で、イカロスでは「航空特殊無線技士認定会」 

における長年の経験を生かし、今年2月、日本 

初の「航空無線通信士認定養成講習会」を開催 

し、大反響をいただきました。経験豊富な講 

師陣のきめの細かい講義により、受講生全員 

が「航空無線通信士」の国家資格を取得できた 

のは、認定講習会だからこその成果です。通 

信士資格の取得を目指している方、今まで国 

家試験で苦手科目の克服が難しかった方、ぜ 

ひこの機会に認定養成講習会を利用し、最短 

かつ確実な資格取得を目指してください。 

のメリット 
最大の利点は、国家試験を待たずに免許取得ができる点にあります。 

試験範囲がこの講座で使用される教材に限定されるので、勉強しや 
すいのが魅力です。 

〇経験豊富な講師による的確な指導により、独学では決して得られな 
知識の習得が可能です。 

0講習会を通して交流の輪が広がり、貴重な経験が出来たと好評です。 

受講期間：第3回認定養成講習会 
平成14年2月4日(月卜2月23日(土}(予定） 

時間:10:00〜18:00 (予定)(講義時間およそ100時間） 
受講料: 28万8千円(入会金1万5千R+受講料27万3千円） 

(弊社スクール参加者は入会金無料） 
(日程および詳細は変更される可能性がありますので、必ずお問合せの上お申し込みください。） 

(財)日本無線協会養成課程部部長灑本誠 

『航空鼸通信士第3期生来たれ!』 J引き続き平成14年2月、第3期生の 
!航空無線通信士認定養成講習会を 
行ないます。 

第1期、2期受講された方は、全員合格（1〇〇％)され、航空無線通信士のライセンスを手に 
されました。このような好結果の要因は、次のことが挙げられるのではないかと考えています。 
1•受講された方々が目的意識を持ち続けられたこと(パイ□ット•管制官になりたい等)。 

2-定評あるイカロス•アカデミーの航空関連教育内容と、抜群の合格率を維持するための受講生に対する 
サポート。 

3.経験と知識を有する講師の熱意と受講生との真剣勝負(質疑応答など)の結果。 
参考までに、平成13年8月期の航空無線通信士国家試験での合格率は27%(614名中168名）となってい 

ます。是非この機会に、あなたも大空への夢に挑戦してみませんか。 

詳しくは、 
竜話または八ガキで 
お問合せください 

お問合せ元 、 〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 

イカロス•アカデミー「無線講習」係TEL 03-3267-2859 FAX 03 3267.2738 
e-mailアドレス jukenkouza@ikaros.co.jp ホー厶ぺージアドレス http://wwwJkaros.co.jp/ 



自家用ライセンスの方に必要な無線難 
です。電波法令の改正により欧文電話の 
みとなり、講習時間も短縮され-層身近 
なものとなりました。イカ□スでは優れた 
講師のもと、各教科のポイントをおさえた 
効率よい学習が可能です。 

開講予定(年4回） 
平成14年3月15日(金)〜17日（日) 

6月7日(金) 9日（日) 
9月27日（金）〜29日（日) 

12月6日(金) 8日（日) 

^1-認定講習会(国家試験免除） 
.免許申請なとの面倒な手続きは 

'すべて当社#代行 
V 3.短期鬪で集中的に学習 

⑩受講料： 4万8千円 
參内容：無線工学•法規•電気通信術•認定試験 
※受講料•日程その他詳細に関しては、変更する可能性があります。詳しくは下記までお問い合わせください, 

イカロス•アカデミ 
無線講習係 

t 162-8616 
東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂ドビル電話03-3267-2859 FAX 03-3267-2738 
e-mailアトレス jukenkouza@ikaros.co.jp ホームペーンノフトレス http://www.ikaros.co.jp/ 
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のりくら版 オールドタ彻 

(DC— 10、YS—11、ジャンボ在来型、ツインォッター)篇、戦闘機F—1、西東京ボンネットバスほか 

まり〖まりf云!^ 
形、EF65形、キハ1日1系、キハ58系）篇、近頃の復活列車、航空機 

スッチー制服大固鑑_ 
ヘル/ゞ精密モテルを解剖 
戦闘機のお掃除 

Ik 船のマーキング特集/廃線跡をめぐる冒険「外しちゃいけない鉄則七箇 
条」/東京ゲームシヨー報告/横浜に現れた最新消防艇/東京モーター 
ショー報告「注目！トミカついに出展」/東京ディズニーランドの観光バス 
「完全チヱック」/千葉都市モノレール徹底ルポ/ワールドカップ開催 
「今どきの韓国交通事情」/のりもの考現学/のりもの資料館ほか 
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巻末付録/特選GOODS 
メールオーター•カタ□ク付# 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接小社まで現金書留または郵便振替にて送料を添スてご送金ください。送料 
は冊数にかかわらず、1回のご注文につき300円です。ご入金確認後、商品を発送致します。 

^■162七616東足都新宿区神楽坂3-2神楽坂KビルTEL03 ¢3267) 2766垂(3便振替0010CH-62696イカロス出K反販売芑(5 

便利なネット通販もご利用ください。 

http://www.ikaros.co.jp/ 
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圖 

♦A4変型 
♦定価1000円(税込) 

月刊エアライン•月刊Jウ ングのイカ□ス出版主催 

本文特榘 



業界研究に欠かせない1冊 

希望の企業に就職するための企業研究や採用情報、先輩たちのアドバイスなどを1冊にまとめた完全ガイド。 
最新の採用事情、企業データ、就職に直結したスクールなど情報満載 〇 

2002年1月下旬 3誌同時発売 
全国の書店で開催される「進学•就職フIアJにて販売! 

*フエアを実施しない書店もありますので、詳しくは書店におたずね下さい。 

航空業界就職ガ仆ブック2003 
エアライン•ビジネスに求められるものは？ 日5判定価1600円(税込) 

旅行業界就職力仆ブック2003 
業界が求めるのは“新しい才能 99 

B5判定価1600円(税込) 

鉄道 羿就動イトブック2003 
鉄道業界が求める人材は？ B5判定価1600円（税込) 

空港で靄く 
tt事ガイド 

A5判定価1890円（税込） 

空港で働きたい人に贈る 
「空港の仕事ガイド」決定版！ 
rどんな仕事があるの？」から「どうやってな 
るの？」まで空港の仕事を徹底リサーチ 
航空会社*関連企業約120社データ公開 

紹介職種 
グランドスタッフ•航空管制官•ディスパッチャ_ • 

マーシャラ-入国審査官*公務員•貨物関ほか 

好評発売中 

月エアステージ]{旧ス乎aワーデス7カジン} ■» 

^ , ： 1：：：： 
ザどうやゥてなる？ ►ゲランドスタツ：7■公瓤繾，您|0好テ:^シゴト 

の空治で傷きたいI —nyア躬ド 
*空港にはどAなシゴるパ空港のシ3KIガイド 

航空会社関連企1^12❹社デ卿夕公關 

外資系企業 
就職跡ブック 

2003 

外資系企»就職 

人舉招当者インタビ 

鏐新人インタビュ- 
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霸卒费用•キャリアs用#杜搴の觔率は 

ジマンの1オフィス大家合j嫌送 

ントU—シ《卜嬰 

，こっそり教えるrガ 

ingj探诩の多い 

1Cスコアで足切り 

if班の飪合•嚒理 

代別-転铤ストーリ 

アをどろ*1谜する 

上OB-OG 

77で外資を钵錢#サンフルで竽ぶ奖 

ぼ決进外資1企1_*&採用デ_ 

，♦人財耜介会社人«涑；|会社データ_ 

ガイドプック2003 
B5判定価1600円（税込) 

ここで働きたい！ 
外資系企業のオフィス大公開 
•外資系の採用方法、徹底分析 
_外資系への就職 
成功の秘訣は“人材のブロを大活用!”ほか 

付録/資格•検定リスト 
データ/外資系企業一覧、外資系企業|こ 

強い人材派遣および紹介会社 

お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接弊社まで現金書留、郵便振替 
にて送料を添えてご送金下さい。送料は冊数に関係なく1回のご注文につき300円です。 

郵便振替00100-1-62696 http://www.ikaros.jp/ 
TEL:03-3267-2766 イカロス出版販売部 



集める 飾る クル籌ゎ讓 

イカロス cs) 

Mode 
ル知りg <しvガ 

2002. 
WINTER 

1 
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A4変型定価1470円(税込） 

只今、翻にて予約注文受付中！ 

ベンツの鱅力を大解«/ 
高級乗用車の代名詞的存在「ベンツ」。乗用車だけではなくトラック、バス、特種車両 
に至るまで多種多様なラインナップを車種やメーカー、スケールを問わず一挙紹介。 
メルセデスやダイムラーの比較や実車の情報もまじえ徹底解刮してお見せします。 

IS 
なつかしのあのプラモも登場！ 一七■「十斤\、ふ作_ I 
麵方モコレクション寒、』 
2〇世紀キャラクタ-の殿堂rマグマライザーj働くクルマの魅力 

ほ 

〇 

季刊モデルビークルは1、4、7、10月の18日発売です。買い忘れのない便利な定期購読もご利用下さい 

ほしいキットがすぐにみつかるス_パーガイドブック 

カタ ロ ^201^1 
4rn 7^FRty f今も断然の人気を誇る永遠の名機 

节，し*"^ nn「零式艦上戦闘機」。 

実機の各型式に関する解説や今、手に入れることのできる零戦のキットを紹介。 

イカ□スムック 

A4変型 
定価2100円（税込) 

mm % 個綱iia- 

誌上模級作品场 

飛行機ブラモ1 

4賴初 
11ノ J » MII | 

t ;b_i VI<P, 
■对匁，- » 

«sjr j:#. jt- fi 
參め角含1411件fこ：，!14峙ム 

21世紀の日本の 
空の守護神、 
航空自衛隊F-2支援戦 
実機の情報を交えながら 
キットの組み立て方を解説。 

今年も力作が勢揃い。モデラーが 
自慢の自作モデルを披露。 

馨ロシア機のキットに注目「今、ロシア機が熱い」•「マクロス」と「サンダーバード」の人気キャラクター「VF1」と 
「TB2」のキット紹介•「レジンキットなんかコワくない！」レジンキット製作マニュアル.デカールとイラストで詳し 
く解説❿国籍マークに強くなる「ナショナルインシグニア」…ほか、飛行機プラモ作りの情報が満載。 

保存版モデラ プラモー挙紹介 「飛行機プラモカタログ2002J 

これらのお求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接小社まで現金書留または郵便振替にて送料を添えてご送金くだ 
さい。送料は冊数にかかわらず、「モデルビークル」は100円、他は300円です。ご入金確認後、商品を発送致します。 
〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂KビルTEL03 ¢3267) 2766郵便振替00100-1-62696イカ□ス出版販売部 

便利なネット通販もご利用ください。 

http://www.ikaros.co.jp/ 

つ精緻な高級モデルから、子供たちも大満足の『玩具』、 
そして‘トミカ、チヨnQ'ホツトウィ—ルまで。 

貝お宝の世界も堪能できるクルマモデルの楽しみを1冊に凝縮。 



旅客機に関する最新情報から業界動向まで。知りたいニュースが満載ファン、業界関係者必携の1冊 

2002 
2003 

AB 半 I」予価 ¥2800〔税込）〒300 — 

2002年1月下旬発行予定2年ぶりの改訂版只今、書店にて予_文受付中! 
巻頭 
カラー グラフ 最新銳機の数々 

2001.9.1 mmmm y企画 
テ□により大打撃を受けた 

世界の航空界と航空工業界 

の現状と今後の動向。 米国同時多発テロ後の 
航空界と航空工業界を徹底分析 

全150機種を網羅 

photo/Y. Kokubo 世界の旅客機ダイレ外リ 
◎旅客機用語の基礎知識 
◎機種別オペレーターリスト 
◎世界の旅客機オペレーターリスト 
◎ボーイング、エアバスオフィシャルデータほか 
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イマドキ瓶空券ガイト’ 
rcクラス正規_引航空券j 
….ハ… 
纪空旅行め 
ギモ>トラフル解決贿 

:：：：；.-；:;i •と.:;：：:: 

ソウル•仁川®較空港■ 
新級『世界の空港ガイド 

マイレ—シ‘フロクラム 
超保存版データ 
• へm,山....... : 

功沙*s本業y人れ会# 
コンフイギカタQク 

H的％別エアラインカ仆 
m0wm^m<o 

ン 

iキヤビン革命鼉強マイラ 
•ft：で， 

_進fi中 
新機材、新サービス 
全日空/ブリティッシュエアウェイズ/エールフ 
ランス航空/シンガポール航空/キャセイバシ 
フィック航空/アメリカン航空/ユナイテッド航 
空/フィンランド航空/デルタ航空他 

•今すぐ役立つ 
目的地エアラインカイド 

(アジア編/太平洋*オセアニア編/中央アジア• 
中近東地域編/ヨー□ッノ v°編/南:i bzxu力編） 

•国際航空券の最新事情解説 
2001年〜2002 

(エコノミークラス/ビジネスクラス/航空会社 
とEサービス/グッドな旅行はネットでゲット） 

なるための最新情報 
マイレージ地図が変わる？ /新サービス•ルール改定最新版 
マイラー座談会/マイレージ完全データカタログ 

壽初級飛行機トラベラーのためのrギモン*トラブル解決講座」 
•世界の空港ガイド(webサイト付き） 
•完全保存版日本発着路線コンフイギユレーシヨンカタログ(座席_図完全ガ仆) 
❿航空会社予約番号案内•エアラインコード表•都市コード表 

便利なネット通販ちご利用ください お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接小社まで現金書留または郵便振替にて送料を添えてご送金ください。送料 

は冊数にかかわらず、1回のご注文につき300円です。ご入金確認後、商品を発送致します。 I •… u .. . 

162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂1くビルTEL03 (3267)2766郵便振替00100-卜62696イカロス出版販売部nttp7/WWW.IKaT0S.C0<Jp/ 
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マニアの王道シu_ズ】 【マニアの王道シリーズ】 【マニアの王道シリーズ】 【マニアの王道シリーズ】 

21世紀の超戦闘機の全貌 サクセスシリーズ⑥ [マニアの王道シリーズ】 サクセスシリーズ⑰ 

現用の戦闘/攻撃/爆撃 中®！! 【マニアの王道シリーズ】 誰もが気になる女性自衛官の真実 

フライトジヤケツト完全 本 この】冊でミリタリーの世界が広がる パイ□ットライセンス入門ガイド わが国唯一の総合へリコプター 

A5¥y定iil、680円 

PCフライトシ///ユレ—夕とはど、つ 
いうfeのか、パソコンは何を選んだ 

5よいか、ソフトは何がよいか、上 
達の秘訣は？などを紹介した本格 

的入門ガイド。 

新幹線、JR各社から私鉄、地域A 
ス、フェリーまで『おトクなきっぷj 

のフル活用で国内旅行を徹底的に 
デイスカウント。エリア別‘観光& 

鉄道名所ガイド付。 

AB判定価2" 800円 

軍用機の種類、軍HE機メーカ—、名 
前の覚え方、軍用機の運用者と部 

隊.飛行機、シリアルナンパ—'性能 
と任務' 軍用飛行場ウオッチングの 

基礎、その他の楽しみ方まで。 
B6判定価1' 631円 

軍用機飛行の常識、軍の常識、装備 
の常識ほか軍用機マニアならでは 

の知識が満載。ml 

日6判定颀1ゝ631円 

戦車の誕生と発達の歴史' 戦車の 
構造と兵装、戦車の操縦法、機甲部 

隊の編成、装甲戦闘車両、戦車部隊 
などガイド。 

B 5 —' > B 31J I 

世界最高峰の軍事ライタ—、ビル 
スウイ—トマン著。スL八！クル— 

ズとは何か？ステルス性に潜む弱 
点を克服、戦闘シミユレーシヨンの 

研究、開発秘話まで。 __ 
日5判定価2、800円 

迷彩の天使が誕生するまでの教育 
過程をはじめ、半年にわたる実習幹 

部の遠洋航海など、陸.海+空目衛隊 
で活躍する女性自衛官の魅力を余 

すところなく伝えるI冊。 

神戸寧彦\著 
A6判定価1" 600円 

イカロス出版の図書 
.AV:»-V.;VJ.^^"V'^ ~~ ^ 

_ 
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航空事故増改訂版 

サマースペシャル号 
Vol,4 VoL3 

バイロット•管制官 
入試問酿200卜2002 

航空テロ 

AIRock BOOK 

M2 Ml 

名機250選 
飛行機溫ニァの 

0_f. 1«¥ .-•；■： t-.t^ ■irfif-'i, C4T.-*»-f - ； _日本で見られる 
L'. ^ ' -v：J b 'り11 。■•プ 

SlfJfcS. 

•本の定価は全て税込み、送料は特に表示のない限り、冊数にかかわらず1回のご 
注文につき3 0 0円です。 

籲本のお求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文するか、直接小社まで現金書 
留、郵便振替にて送料を加えた合計金額をご送金ください。(綴じ込みの青い郵 
便振替用紙もご利用できます。）ご入金確認次第、商品の発送を致します。 

_代引きサービスもございます。（ただし、発送手数料1回につき8 0 0円） 
ご希望の場合はFAXで「代弓1きサービス希望」と明記の上、お申し込みください。 
FAX番号： 03 (326フ)2772 

籲いずれの場合も商品名、ご氏名、ご住所、電話番号をご記入ください。 
※弊社ショップ「のりもの倶楽部」店頭でもお買い求めできます。 

、直)は直接小社へお申し込みください。 

一]お申し込み•お問い合わせは 
〒162-8616東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル 
S03 (3267) 2766郵便振替/001001-62696 

イカ□ス出版販売部 

イカロス出版のホームページでインターネット通販、 

r 

=5 

味のカタ□クシリーズ】 マニアの王道 【マニアの王道シリーズ】 

をおもしろくする海の/ (ラエティーーマガジン をおもしろくする海の/ (ラエティー•マガジン 港おもしろくする海のi (ラエテイーマガジン 八°イロット•管制官受験対策問題集 

日本で初めての航空事故記録集 世界一の記録集 航空機誕生からクラスコクピットまで網 民間機を襲った事件の記録と検証 

ン、鉄道フアン必携 旅行フ 行動派に役立つJウイング印の本 行動派に役立つJウイング印の本 □ック岩崎の魅力が凝縮 

航空界のあらゆる分野の世界記録 
が勢擺い。ギネスブックならではの 

多<の貴重な写真、歴史的な写真 
を幅広く収集。 

デビッド.マンディ他著B5上製本 

定而3、675円(一T300円) 

海上自衛隊、海上俣安庁のis船の 
夂口型式、艦船ウオッチング•アドパ 

イス、艦船配属マップを完全ガイ 
ド。海上自衛隊の艦艇と海上保安 

庁の船舶を見分けるためのベー 
シック.デ^夕集。 

八5判定111、260円 

ライト兄弟のフライヤ—1号から、 
現在に至るまでの軍用機、民間機 

のnクピツトの変遷を詳細に紹介 
した世界でも希少の一冊。I_ 

L-F.E-coorrlbsx^ B5上製本 
定価4200円0T3DO円) 

陸上自衛隊の戦闘車両の苔型式、 
戦闘車両ウオッチング.アドバイ 

ス、戦闘車両配属マップを完全ガイ 
ド。陸上自衛隊の戦闘車両を見分 

けるためのベ—シックデータ集。— 
A5判一疋|^1、260円 

パイ□ツト.管制官志望者のために 
採用ソース別受験ガイドと試験の 

傾向と対策を紹介。最新既出問題 
の解答S解説および過去既出問題 

の解答&解説を併記し、受験対策 

に備える"1111 
B5判定®4、500円 

第7議を聾的にレポ—卜。輸送 
艦「おおすみ」から横須賀周辺ガイ 

ドまで。責重な創刊号。 

纛ファン必見「観艦式200OJの 
大特集。護衛艦「むらさめ」や日南 

最大の軍港として' 歴史が残る吳の 
徹IJiカイド。___ 

A4変型定価各1、200円 

約300件の世界の重大事故を写 
真と詳細なレポ—卜で解説。97年 

2 月発生の航空事故まで収録。 
デイビッドゲ□ —著B5上製本 

定価5、040円(〒30 0円) 

誰が乗つても：とこまで行つても、 
たったの2300円"日本全国、J 

R全線がまる一日乗り放題のスー 
パ|チケット「青舂18きっぶ」8% 

活用ガイドの決定版。 

神戸寧彦\著 
B6判定価1" 470円 

各地方隊の艦艇イベントを大特集。 
普段は見られない地方隊所属外の 

艦艇もしつかりキヤツチ。艦艇ウオツ 
チングの情報が満載の|冊。とじ込 

み付録\海上自衛隊ダイレクト 
リ1(A5判)付き。_ 

A 4変型特別定価950円 

民間航空初翔のテ□行為から、八イ 
ジャツク、撃墜、強制着陸など、19 

30年から現在までに旅客機に企て 
られた航空犯罪を網羅。 

ディビッド•ゲロ丨\著B5上製本 

定価3990円(〒3 0 0円) 

日本のアクロバット飛行の第|人 

者、□ック岩崎の活躍をまんがを中 

心に写真やインタビューで構成。 

巳51判定価l、OQO円 

ライトフライヤーから、リンドパー 
グのスピリットオブセントルイス、 

零戦、フアントムIそしてトリプル 
セブン、FI2まで、主要名機のす 

ベてを収録。 
B日判定而0090円 

飛行機模型へのアブローチ、飛行機 
分類とスケ—ル研究、製作テクニッ 

ク、ビギナ—向け推奨キットの紹 
介、各種アイテム、プラモ用語解説 

B6判定而1、6000R 
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Wmgs次号予 
地加ii合は下記觀日より髓が遅れる齡も助ます^胃 

--. ■目^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ノ^イング3月号は1月21日(月)発売です! 
翼:. 

,• • . .•... 警■ 

' 
■ 

今月は最初にお詫びです。前号の「次号予告」で告知したr突擊!航空自衛隊②新田原基地/飛行教導隊」ですが 
一部の取材が延期となり、今月号に間に合わせることができませんでした。ごめんなさいつ!飛行教導隊の特集は 
2月21日発売の4月号でお届けします！ 
睿儺 4 

論^^咖 

1 

まずつ 

Q^*jgr^p^rwiF>Hl?^rrH*WiW,wrrv-fc 甲 w — 胃，^— す— 一 一 

沢のF-2 
のめ!! 

1月、自衛隊は新しい年を「訓練始め」でスタートする。航空機部隊は「飛行始め」、陸上部隊は「訓練始め」と、呼び方はさまざま 
だが、ようするに新年最初の訓練で、これからの1年が始まるのである。部隊によっては編隊飛行して最寄りの神社などに参拝 
し、今年1年の安全祈願をしたりする。今年はなんと三沢のF-2も初めて登場するっ！次号ではこの「飛行始め」、間に合う限りの 

レポートをお届けしたいつ！ 

そして! "7 年はパワー全開でお願いするよつ！ 
2002年ブルーインパルス冬棚練 

今月号の「2001年2大ニュース」でもご紹介したブルーインパルス。今、2002年の展示飛行に向け冬季トレーニングを続けて 
いる。そんなブルーの訓練の様子を、航空自衛隊松島基地の氷点下のエプロンからお届けしよう。2001年はテロの影響で航 
空祭が中止になってしまい、思う存分活躍する姿を見ることのできなかったブルーインパルスだが、2002年こそはブルーの年 

だ！気合いの入った訓練シーンをたっぷりお届けしよう！ 
• « «■ 

さらに! 
21世紀の空で勝つのはだれだ!？F-35、F-2" 

『次世代を担う世界の最新戦闥觀集 
JSFの勝敗も決まり、いよいよ21世紀を担う戦闘機•攻撃機の顔ぶれが揃った。次号は、世界各国でこれから活躍していく最強 
の戦闘機たちの現況を最新情報と最新画像で紹介しよう。、米国のロッキードF-35の全貌を皮切りに、日本のF-2、米空軍F-22 

ラプター、米海軍F/A-18E/Fスーパーホーネット、ユーロファイタータイフーン、スウェーデンのJASグリペン、フランスのラファー 

ル…久しぶりに世界の最強戦闘機たちが勢揃いするぞっ！ 
V 警 酵 響 》 •■擎 — 却 ，零，^^■賢—， ^ fmr 

最後に,今月の«賵い 

H 0 « 设 4 蜃 

もうすぐ楽しいお正月。お正月といえば、年賀状。年賀状といえば 
〇オリジナル•ポストカード!そうです、毎年編集部には読者のみな 

さんの傑作写真年賀状がたくさん届きます。次号も、そんな力作年賀状を誌上でど一んとご紹介しちゃいます！みなさん、編集 
部あてにどんどん作品を送ってくださぁ〜い！待ってます！ _ 
送り先:〒162-8616新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビルイカロス出版㈱Jウイング編集部 ^ ， 

U戴しよP 
では次号でまた 

9 

姉妹誌月刊エアライン 

論01 
$*35 

■ :. 

IRLINE 
特 ①日本版メガキャリア JJ連合 

次号予告 

2002韦 
2月号はH 2月2S日発売です 

②不死鳥復活劇 コンコルド飛ぶ! 
衝擊的だった日本航空と日本エアシステムの経営統合発表。輪送実績からみる 
と世界第6位のメガキャリアの誕生となる。ついに日本でも起きたエアラインの 
大型統合をファンの視点から読み解く。「W連合」の発足で日本の空はどうなる 
のか？ ANAとの拮抗軸に焦点をあて日本の空をうらなう。第二特集には奇跡の 
復活を果たしたコンコルドをフイーチャー。2000年7月に発生した事故以来、約 
1年にわたって運航停止にあったコンコルド、その復活までの道のりを跡づける。 

150 



解説 
元r航空ジャーナル」編集長 

田勝啓 
_A4判160ページ_定価3400円(税込) 

FOREWORD BV 
r CAPTAIN DOUGLAS WloCLAlM, tVSN 

*「HAWK FIVE TEAM」とは空母キティホークとその艦載機を有する空母航空団CVW-5を総称しfcニックネ- 

W ▲ ■ Mm 空_キ7ィホークと* 
■: 

すべてがここにある。 
お求めは全国の書店で。ない場合は書店に注文いただくか、弊社宛て現金書留、郵便振替に 
て送料を添えてご送金ください。送料は冊数にかかわ5ず1回のご注文につき300円です。 
郵便振替00100胃1七2696 http://wwwJkarosjp/ TEL:03-3267-2766 

〒162.86 T 6東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル イカ□ス出版販売部 大好評発売中 履 

アメリカ合衆国海軍最強の第7艦隊。その中核をなす 
極東最大の洋上要塞•空母キティホ■クと空母に艦載さ 

れた第5空母航空団.cvg-5。 
航空カメラマンの第一人者•徳永克彦が半年にわたる撮 

影 を経てファインダ—こしに切り取つたス—バ—キ 
ャリア•キティホ—クとCVW-5のすベてがここにある。 

待望のHAWK/FIVE TEAM写真集=: 



I r 
航空フアン0E倒的支持を得た人気航空ビデオジリDVDて縝々リリース中!! 

DVDIBCBE^OBIS111分/Kルビーデジタル（ステレオ）/片面2晒/¥4ぶ00 

ド|以a内容|国内およひ米国（の率が|训整めス用フロクラムの训練とf»討/嗶目木史潘e屯地てのt-4の船柚み/ノ_スアイラント海爾基地rの榀陆とネリスダ^ 
点の接Itt/GOLDEN AIR TATTOOでの飛行展示他 

|嘁|)1 機_|T4/Fd6他 

延べ8台のカメラが捉えた、1¢紀の人イベント! 

閥0 GOLDEN AIR TATTOO米空軍朗設5〇面年記念エアショー 
，r OVO：BCBE-O316 95分/ドルヒニテジタル（ステレオ）/片面2圈/Y4,000 

|収11内瘵1对ープニンク.セレモニ /コールデン，フライハイ/1アルコネスI限!示飛行（チリ痤箪）/F-16テモフライト/|エスカトリラ.タワマサ！展示飛行(フラシルffi軍>/|フル-インハルスi臛漭飛行 
(航空嫌）地上展承機〆F-I5テモフライト/1スノーハースI联示飛行（カナタ『I]防«〇 /|サンターハースI展示飛行 <ァメリカ空班）/歴代米空軍機他 

酬腿眺」 | 収^ «S拇 IfMfiCHfiCPる⑴ JP-3H. P 40.SF. 5 DH 4 DR t.SR /t A^IO JIH-B0, MJG-15. F-fi6F, F-1E (t!i 
為 咖羼MWn.1. 

(HMt険 / 

イントネ 
見るアニJ 金機きです4 htHp://eiTiat:iori.bandaipCa.jp 

人命救助に命を懸けるプロ*HIの沾級!! 

八：/ヲイヒジュアル株式会社：^ 队峁元： 
お間い合わせ先;【お*i*初>搫《0下乱03-582ル7»21午前10時〜午後5時/土屮-祝祭日及ひ年末年始を除く1 

寺別定価1300円本体1238円」雑誌15175-02 Printed in Japan Till5175021305 
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平成13年12月18日 

掲載誌発送にっいて 

前略 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます 

このたびはお忙しいところ、jウイングにご協力いただき誠にありがとう 

ございました。おかげさまを持ちましてJウイング2月号が発売の運びと 

なりました。ご高覧いただければ幸いです。 

今回のご協力に感謝いたしますとともに、今後もますますのご支援を賜り 

ますよう、よろしくお願い致します。 

草々 
イカロス出版（株）jウイング編集部 

編集長尾崎清子 

東京都新宿区神楽坂3-2 Kビル 

Tel : 03-3267-2734 Fax:03-3266-0639 




